
 

 

 

 

 

オールドゲーム機マニュアル 

 

 

 

 

 

 



■概要■ 

１、オールドゲーム機とは、古いゲーム機本体のことを言います。 

 

２、オールドゲーム機は、主にハードオフのジャンクコーナーから仕入れます。 

 

３、オールドゲーム機のノウハウを取得することで、仕入れが出来ないという

ことがなくなります。 

 

 

 

■ポイント■ 

・オールドゲーム機の仕入れでは、基本はジャンク品を仕入れます。 

 

・ジャンク品は二つの意味があり、『動作しないもの』『動作未確認のもの』 

の２種類があります。 

 

・僕たちが仕入れていくジャンク品は『動作未確認』の方です。 

 

・動作未確認の商品を仕入れて、自分で動作確認をして販売していきます。 

 

■商品リスト■ 

下記の商品リストを見て、オールドゲーム機を仕入れて下さい。 

 

この商品リストは、主に仕入れるオールドゲーム機をまとめています。 

 

基本は下記の商品のオールドゲーム機を仕入れていくのですが、 

記載のない商品は『回転率が悪い』、『動作しない可能性が高い』ので、 

下記の商品を仕入れることをオススメします。 

 

 

もちろんオールドゲーム機も遊べるセットで販売していくのが基本となります。 

 

 



家庭用ゲーム機 

商品名 各種アマゾンページ 

ファミリーコンピュータ 本体 コチラをクリック 

ファミリー コンピュータ(AV仕様 ファミコン) コチラをクリック 

スーパーファミコン(本体) コチラをクリック 

NINTENDO64 本体 コチラをクリック 

NINTENDO64本体 クリアブルー コチラをクリック 

NINTENDO64本体 クリアレッド コチラをクリック 

ＮＩＮＴＥＮＤＯ６４ ゴールドバージョン コチラをクリック 

セガサターン本体(グレー) コチラをクリック 

セガ サターン 本体 ミストグレ コチラをクリック 

ドリームキャスト本体 コチラをクリック 

プレイステーション SCPH-7000 コチラをクリック 

プレイステーション SCPH-7500 コチラをクリック 

プレイステーション SCPH-9000 コチラをクリック 

PlayStation (PSone) コチラをクリック 

PSone&液晶モニター COMBO コチラをクリック 

PlayStation 2 (SCPH-30000) コチラをクリック 

PlayStation 2 (SCPH-39000) コチラをクリック 

PlayStation 2 (SCPH-50000) コチラをクリック 

PlayStation 2 (ミッドナイトブルー) BB Pack (SCPH-50000MB/NH) コチラをクリック 

PlayStation 2 セラミック・ホワイト (SCPH-50000CW) コチラをクリック 

PlayStation 2 (SCPH-70000CB) コチラをクリック 

PlayStation 2 セラミック・ホワイト (SCPH-70000CW) コチラをクリック 

PlayStation 2 (SCPH-75000CB) コチラをクリック 

PlayStation 2 セラミック・ホワイト (SCPH-75000CW)  コチラをクリック 

PlayStation 2 サテン・シルバー (SCPH-75000SSS) コチラをクリック 

PlayStation 2 チャコール・ブラック (SCPH-77000CB) コチラをクリック 

PlayStation 2 セラミック・ホワイト (SCPH-77000CW) コチラをクリック 

PlayStation 2 サテン・シルバー (SCPH-77000SS) コチラをクリック 

PlayStation 2 チャコール・ブラック (SCPH-90000CB) コチラをクリック 

PlayStation 2 セラミック・ホワイト (SCPH-90000CW) コチラをクリック 

PlayStation 2 サテン・シルバー (SCPH-90000SS) コチラをクリック 

PlayStation 2 シナバー・レッド (SCPH-90000CR) コチラをクリック 

https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0001PW6E2/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0000648TM/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0001PW264/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0001PW3PY/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0001PW5ES/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0001PW5J8/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0088T3TAI/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000092PFG/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0001PWFEI/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0000CFEMT/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0001PWAMA/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0001PWAQG/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0001PWAUM/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00005OUQM/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00005U215/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00005OUQO/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00007HMKY/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000096G8G/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00009UK8V/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0001WGEES/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0006B0ZZI/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0009MYVTA/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000COJF1Y/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000BV92VG/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000BV451S/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000IWPM6C/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000IWPM9E/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000K6XP6K/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000YGM96I/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000YGKH5I/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000YGIIMW/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B001APGOJA/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used


携帯用ゲーム機 

商品名 各種アマゾンページ 

ゲームボーイ(旧タイプ本体) コチラをクリック 

ゲームボーイ カラー (パープル) コチラをクリック 

ゲームボーイ カラー (クリアパープル) コチラをクリック 

ゲームボーイ カラー (クリア) コチラをクリック 

ゲームボーイ カラー (ブルー) コチラをクリック 

ゲームボーイ カラー (イエロー) コチラをクリック 

ゲームボーイアドバンス ミルキーブルー コチラをクリック 

ゲームボーイアドバンス ミルキーピンク コチラをクリック 

ゲームボーイアドバンス バイオレット コチラをクリック 

ゲームボーイアドバンス ホワイト コチラをクリック 

ゲームボーイアドバンス オレンジ コチラをクリック 

ゲームボーイアドバンス ブラック コチラをクリック 

ゲームボーイアドバンス SP パールブルー コチラをクリック 

ゲームボーイアドバンス SP オニキスブラック コチラをクリック 

ゲームボーイアドバンス SP プラチナシルバー コチラをクリック 

ゲームボーイアドバンス SP アズライトブルー コチラをクリック 

ゲームボーイアドバンス SP パールピンク コチラをクリック 

ゲームボーイアドバンス SP ファミコンカラー コチラをクリック 

ゲームボーイアドバンスＳＰ パールグリーン トイザらスオリ

ジナルカラー 

コチラをクリック 

ニンテンドーDS Lite ジェットブラック コチラをクリック 

ニンテンドーDS Lite クリスタルホワイト コチラをクリック 

ニンテンドーDS Lite アイスブルー コチラをクリック 

ニンテンドーDS Lite クリムゾン/ブラック コチラをクリック 

ニンテンドーDS Lite エナメルネイビー コチラをクリック 

ニンテンドーDS Lite グロス シルバー コチラをクリック 

ニンテンドーDS Lite ノーブルピンク コチラをクリック 

ニンテンドーDS Lite メタリック ロゼ コチラをクリック 

ニンテンドーDSi ホワイト コチラをクリック 

ニンテンドーDSi ブラック コチラをクリック 

ニンテンドーDSi メタリックブルー コチラをクリック 

ニンテンドーDSi ライムグリーン コチラをクリック 

https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0001PW2JQ/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000034DMV/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000031KB9/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000031KAS/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000034DN7/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000031KAU/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00005OUN5/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00005OUN6/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00005OUN3/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00005OUN4/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00005TPIG/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00005TPIF/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0000CBX7Z/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00008GQXY/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00008GQXX/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B00008GQXW/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0000CBX80/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0001D0A2E/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B005RZZMXI/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000GUAGOY/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000ELYHZY/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000EM0M4I/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000W03XYS/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000EORYUG/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000RF57PQ/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000GJ4LVO/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B000RF38MU/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B001IBHTIQ/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B001IBHTJ0/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B001U0Q17A/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B001U0Q170/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used


ニンテンドーDSi レッド コチラをクリック 

ニンテンドーDSi ピンク コチラをクリック 

ニンテンドーDSi LL ナチュラルホワイト コチラをクリック 

ニンテンドーDSi LL ダークブラウン コチラをクリック 

ニンテンドーDSi LL ブルー コチラをクリック 

ニンテンドーDSi LL グリーン コチラをクリック 

ニンテンドーDSi LL イエロー コチラをクリック 

ニンテンドーDSi LL ワインレッド コチラをクリック 

 

オールドゲーム機も、現行機の機種と仕入れ方法は同じです。 

 

自分で「遊べるセット」を揃えて販売していきます。 

 

 

かんたんに説明すると、ハードオフのジャンクコーナーから、 

 

例）家庭用ゲーム機の場合 

・本体 

・コントローラ 

・AVケーブル 

・ACアダプタ 

 

それぞれを仕入れていきます。 

 

 

 

携帯用ゲーム機の場合は、AC アダプタ（充電器）を仕入れて、本体に付属し販

売していきます。 

 

 

 

 

付属品仕入れの場合、もちろん店舗で仕入れるのですが、ネットショップの方

が安い場合は、ネットショップから仕入れて下さい。 

 

 

https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B002C1ARLC/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B001U0Q16Q/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B002V91LU6/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B002V91LTC/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B003QTE8RS/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B003QTE8U0/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B003QTE8SW/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B002V91LTM/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used


付属品のネットでの仕入れ先は、 

・アマゾン 

・ヤフオク 

・駿河屋 

 

この３つのショップで、付属品名を入力し、一番安く販売されているとこで仕

入れていきましょう。 

 

 

■最後に■ 

 

オールドゲーム機を仕入れるせどらーは少ないです。 

 

その為、オールドゲーム機をマスターすることで、差別化にもなり、最強の武

器になっていきます。 

 

 

そして、オールドゲーム機の利益額は一見少ないと思われがちですが、 

1,000円～2,000円は当たり前に利益を確保することが出来ます。 

 

 

もちろん、ジャンク仕入れなので、リスクもあります。 

中には動作しないものもありますが、動作しない商品に関しては、ヤフオクで

「ジャンク販売」をして、「原価の回収」をしていきます。 

 

 

このマニュアルを元に、オールドゲーム機もマスターしていきましょう。 


