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■はじめに■ 

 

こんにちは！！愛妻家せどらー純平です＾＾ 

この度は「」をダウンロードしていただきありがとうござ

います。 

２０１２年から副業でせどりを始め、現在まで月商７５

万継続して稼ぐことができています。 

愛知県在住。アニメ DVD やアニメグッズを中心に仕入れ

ています＾＾ 

それでは、さっそく本編をどうぞ！  
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第１章 アニメ DVD の価格が急激に高騰し、爆

発的に売れ出すタイミングとは？ 

 

ある条件を満たしたアニメDVDには価格が急激に高騰し、

爆発的に売れるタイミングがあります。 

先週までは全く利益が取れなかった商品が今週には利益

が取れて急激に売れ出すんです。 

しかも比較的安く仕入れることができ、誰でもすぐに購入

できます。 

ちょっとワクワクしますね☆ 

 

 

それはいつなのか？そしてどんな商品なのか・・・？ 
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まず、知っておいて欲しいことが１つあります。 

テレビで放送されているアニメのほとんどは１クール（約

３か月）ごとに切り替わり、新しいアニメ始まる。 

ということです。 

 

１月～３月放送 冬アニメ 

４月～６月放送 春アニメ 

７月～９月放送 夏アニメ 

１０月～１２月放送 秋アニメ 

 

こんな風に３か月ごとに放送されていたアニメが終わり、

新しいアニメが始っていきます。 
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 放送されるアニメはこのサイトを見るとすぐにわかりま

すので見てみてください。 

https://akiba-souken.com/anime/ 

 

 

サイトで１０月に始まる秋アニメの一覧を見てください。 

 

その中で続編アニメを探します。 

（続編アニメ＝以前に放送されていたことのあるアニメで

今回放送されるのがその続編のアニメ。第２期とか第３期と

呼ばれることもあります） 

 

 

 

https://akiba-souken.com/anime/


まだ間にあう！！新アニメが放送開始されると一気に価格が高騰のあのアニ

メ。２０１７年秋放送アニメの注目アニメを公開します。 

 

Copyright (C) 201７愛妻家せどら ー純平. All Rights Reserved. 

- 8 - 

ずばり言います。 

【続編が始まると前作の DVD が急激に売れ

始めます。】 

 

 

続編アニメの放送が始まり 

そのアニメのファンになったら・・・ 

もしくはもともとそのアニメが好きだったら・・・ 

 

「前作も見たいなぁ～～！！！」 

ってなりませんか？笑 

みんな一緒。だから前作 DVD が急激に売れ始めるんです。 
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第２章 ２０１７年夏アニメの影響はどうだったの

か！？ 

 

それでは、９月まで放送されている２０１７年夏アニメ。 

影響はどれくらいあったのか。いくつかのアニメを例に紹

介していきます。 

 

 

 

【終物語】 

西尾維新さんの人気シリーズです。 

８月１２日に放送開始。 
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２０１６年に発売されているこの作品の動きを見てみま

す。 

 

 

放送開始の８月１２日ごろに中古価格が急激に上がって

いることがわかりますか？ 
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最安値が４０００円台から６０００円台まで一気に上が

っています。 

 

 

 

【最遊記】 

根強いファンが多い最遊記。 

久々の新シリーズということで注目も集まっていました。 
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２００２年に発売の劇場版 DVD を見てみます。 

 

 

 

 

 

 

７月の後半あたりから徐々に価格が上がり始め、現在でも

最安値が２０００円台をキープしています。 
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【戦姫絶唱シンフォギア】 

今回、４期目となる大人気シリーズ。 

 

 

ブックオフで７５０円で買うことができます。 

 

 

 

現在は価格も落ち着いていますが、７月２４日ごろに注目

してください。 
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価格が急激に上がっていますね。 

 

 

 

７月２２日には１３８２円から３５００まで上がってま

す。 

実際に僕はこの Blu-ray は合計９個。売りました。 
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価格が高騰したタイミングでも売ることができています。 

 

いかがでしょうか？ 

これほどにもテレビ放送の影響って大きいんですね。 

では、気になるのは１０月から放送される２０１７年秋ア

ニメです。 
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第３章 ２０１７年秋アニメ。狙うのはこのアニメ

だ！ 

 

 

２０１７年秋アニメで僕が狙い目だと考えている続編アニ

メを紹介します。 

 

 

 

 

 

【鬼灯の冷徹】 
 

２０１４年の放送されたアニメの第２期が放送。 

 

個性の強いキャラクターも人気で関連グッズも多く販売さ

れています。 

 

個人的にも非常に楽しみなアニメです。 
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【ラブライブ サンシャイン】 
 

大人気アニメ。８月には NHK で第１期の連続再放送もされ

ましたね。 

 

その影響で現在も若干ですが、価格が高騰しています。 

 

第２期放送開始後はさらに期待ができそうです。 

 

 

 

 

【銀魂】 
 

大人気ギャグアニメ。 

夏には小栗旬さん主演で実写映画化もされ、今まで以上に

話題になっている作品です。 

 

全２００話もあるという長寿アニメです。 
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【おそ松さん】 
 

声優の入野自由さんの休業発表により第２期は絶望的！？ 

 

と思われていましたが、待望の第２期放送決定となり期待

度も高そうです。 

 

 

 

 

 

【アイドルマスター シンデレラガー

ルズ劇場】 
 

ラブライブに並ぶ、アプリゲームからアニメ化した人気ア

ニメの第２期。 

 

フィギュアなどもたくさん出てるのでそれらも期待できま

す。 
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【干物妹 うまるちゃん】 

２０１５年に第１期が放送されたアニメ。 

関連グッズも多く、今でも人気がありますね。 

 

 

 

 

 

 

以上、２０１７年秋アニメの中で僕が特に注目しているア

ニメです。 

 

もちろん価格が高騰するだろうという予測なので絶対では

ありませんが、かなりの可能性で価格は高騰していくと思

います。 

 

これらのアニメの前作作品をチェックし、今のうちに仕入

れておくことで価格が高騰し、ランキングも上がったころ

に爆発的に売り切ることができると思います。 
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■おわりに■ 

最後までお読みいただきありがとうございました＾＾ 

いかがだったですか？ 

 

「続編アニメの前作は売れます」 

 

 

また、劇場版が公開されるとそのアニメのテレビシリーズ

や前作の劇場版も同様に売れ始めます。 

最近だと「魔法少女リリカルなのは」がいい例でした。 

 

ここで詳しくは書きませんがモノレートなどで調べてみ

てください＾＾ 
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このような情報を含め、実際に売れた商品や仕入れた商品

などを情報交換できる LINE のグループをやっています。 

 

 

あなたも参加してみませんか？ 

初心者の方でも大歓迎です。せどりの疑問や質問もここで

ぶつけてるとすぐに解消できます。 
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こんな風に毎日みんなでやりとりしています＾＾ 

 

参加されたいときは【LINE 参加希望】と書いて僕までメー

ルください☆よろしくお願いします。 

manypeace1127@gmail.com 

 

 

 

mailto:manypeace1127@gmail.com
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ありがとう 

ございました！！ 

 


