＜まさに雪だるま式資金増幅術！＞
■利益率４０％超えの商品リスト１００

1．NTT 東日本 NTT 東日本 ADSL モデム-MS5
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00030FC6E
仕入値：\5,500 販売価格：\24,800 利益率：69.4% 利益額：\16,830
コンディション：ほぼ新品 仕入先：ラクマ
2．NTT 西日本 NTT 西日本 ADSL モデム-MS5
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B000FHTEOQ
仕入値：\1,500 販売価格：\8,980 利益率：71.0% 利益額：\6,375
コンディション：非常に良い 仕入先：メルカリ
3．SONY ステレオヘッドホン MDR-1A BQ1
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00NW353KE
仕入値：\3,218 販売価格：\15,800 利益率：66.8% 利益額：\10,547
コンディション：良い 仕入先：セカンドストリート
4．ソニー PRT13 Xperia Z4 Tablet 用スクリーンプロテクター1
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00YBD9SYG
仕入値：\537 販売価格：\3,780 利益率：66.3% 利益額：\2,508
コンディション：新品 仕入先：ヤマダ電機
5．パナソニック IC レコーダー 2GB パッションピンク
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B0093W9RF0
仕入値：\734 販売価格：\3,980 利益率：64.7% 利益額：\2,575
コンディション：新品 仕入先：ヤマダ電機
6．成宮寛貴 10 周年記念メモリアル本「Hiroki Narimiya Anniversary Book10」
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/4048950940
仕入値：\1,950 販売価格：\9,500 利益率：64.6% 利益額：\6,137
コンディション：非常に良い 仕入先：メルカリ

7．地上デジタルチューナー内蔵ビデオ一体型 DVD レコーダー DXR170V
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00LEZB770
仕入値：\23,000 販売価格：\47,800 利益率：42.1% 利益額：\20,103
コンディション：非常に良い 仕入先：メルカリ
8．Apple iPod classic 80GB シルバー MB029J/A
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B000IIJ25I
仕入値：\6,000 販売価格：\12,800 利益率：41.9% 利益額：\5,367
コンディション：非常に良い 仕入先：メルカリ
9．Apple iPod nano 第 5 世代 8GB グリーン MC040J/A
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B002OB3FGE
仕入値：\5,000 販売価格：\19,800 利益率：64.4% 利益額：\12,760
コンディション：新品 仕入先：ラクマ
10．パナソニック 増設子機 ホワイト KX-FKN526-W
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B001D4NQ7Q
仕入値：\1,250 販売価格：\5,800 利益率：64.1% 利益額：\2,240
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
11．きせかえプレート No.070 (3D ヨッシー)
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B016XIA6H4
仕入値：\200 販売価格：\1,675 利益率：63.1% 利益額：\1,058
コンディション：新品 仕入先：ヤマダ電機
12．ソニー SONY デジタルカメラ Cybershot TX10
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B004J1G2GM
仕入値：\7,754 販売価格：\22,800 利益率：55.4% 利益額：\12,640
コンディション：新品 仕入先：ヤマダ電機
13．DX アンテナ 地上・BS・110 度 CS デジタルハイビジョンチューナー DIR-3100
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B003UYB9EO
仕入値：\1,080 販売価格：\4,980 利益率：63.1% 利益額：\3,141
コンディション：可 仕入先：ハードオフ

14．新課程 4STEP 数学 1+A
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/4410201034
仕入値：\500 販売価格：\3,500 利益率：62.9% 利益額：\2,201
コンディション：非常に良い 仕入先：メルカリ
15．ポケモンセンターオリジナル キーホルダー クレッフィ
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00LAUH372
仕入値：\5,500 販売価格：\11,980 利益率：40.6% 利益額：\4,859
コンディション：新品 仕入先：メルカリ
16．きせかえプレート No.020(1UP キノコ)
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00NAW5VEU
仕入値：\200 販売価格：\799 利益率：40.5% 利益額：\324
コンディション：新品 仕入先：ヤマダ電機
17．SONY デジタルフォトフレーム S-Frame X75 DPF-X75/B
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B0037TSBAM
仕入値：\6,500 販売価格：\13,980 利益率：40.4% 利益額：\5,643
コンディション：新品 仕入先：メルカリ
18．パナソニック 頭皮エステ(サロンタッチタイプ) ルージュピンク EH-HE94-RP
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B007B8O1C2
仕入値：\3,000 販売価格：\6,800 利益率：63.1% 利益額：\2,737
コンディション：新品 仕入先：メルカリ
19．Xperia Z1 SO-01F docomo [White]
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00GBYFX7E
仕入値：\6,500 販売価格：\12,699 利益率：40.2% 利益額：\5,102
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
20．アップル iPhone 5c 32GB blue/ブルー/青色 docomo/ドコモ
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B014KHVL4C
仕入値：\8,000 販売価格：\17,800 利益率：44.6% 利益額：\7,933
コンディション：非常に良い 仕入先：メルカリ

21．SONY Cyber-shot TX55(1620 万画素 CMOS/光学 x5) シルバー
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B005EN6VGA
仕入値：\6,800 販売価格：\24,800 利益率：63.0% 利益額：\15,678
コンディション：新品 仕入先：ヤマダ電機
22．Panasonic デジタルカメラ ルミックス 防水モデル シャイニーレッド DMC-FT20
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B0073N2C7Q
仕入値：\4,800 販売価格：\19,800 利益率：66.0 % 利益額：\13,078
コンディション：新品 仕入先：ヤマダ電機
23．Canon PIXUS インクジェット複合機 MP640
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B002OB3OCY
仕入値：\2,235 販売価格：\12,800 利益率：67.9% 利益額：\8,695
コンディション：良い 仕入先：セカンドストリート
24．HP Deskjet 3520
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B008HULMPW
仕入値：\2,138 販売価格：\9,800 利益率：63.2% 利益額：\6,194
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
25．ソードアート・オンライン II 2016 カレンダー 壁掛け
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B014WALEUI
仕入値：\864 販売価格：\4,880 利益率：59.5% 利益額：\2,906
コンディション：新品 仕入先：TSUTAYA
26．EPSON Colorio インクジェット複合機 EP-704A
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B005JV3JP8
仕入値：\1,990 販売価格：\7,450 利益率：54.4% 利益額：\4,052
コンディション：良い 仕入先：マンガ倉庫
27．EPSON Colorio インクジェットプリンタ EP-301
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B001GGWE3S
仕入値：\2,646 販売価格：\9,790 利益率：53.2% 利益額：\5,208
コンディション：良い 仕入先：良品買館

28．B 型 H 系 6 こわいもの知らず(笑)無修正版 [Blu-ray]
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B003FRIUSE
仕入値：\1,080 販売価格：\3,980 利益率：51.7% 利益額：\2,057
コンディション：新品 仕入先：ベスト電器
29．Panasonic デジタルカメラ ルミックス DMC-TZ60-S
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00I6ZSKW6
仕入値：\12,744 販売価格：\32,400 利益率：50.9 % 利益額：\16,498
コンディション：新品 仕入先：ベスト電器
30．ガールズ&パンツァー劇場版 2016 カレンダー 壁掛け
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B014WAL95S
仕入値：\1,728 販売価格：\4,500 利益率：61.6% 利益額：\2,772
コンディション：新品 仕入先：フタバ図書
31．ティファール 電気蒸し器 『スチームクッカー』 3 段タイプ VC103270
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B002H3I98S
仕入値：\3,069 販売価格：\8,750 利益率：47.1% 利益額：\4,117
コンディション：新品 仕入先：ハンズクラフト
32．地上デジタルチューナー内蔵ビデオ一体型 DVD レコーダー DXR160V
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B007Z9JMHG
仕入値：\19,800 販売価格：\39,800 利益率：40.1% 利益額：\15,972
コンディション：新品 仕入先：ダイレックス
33．東芝 dynabook Tab s68
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00PVIILR0
仕入値：\21,384 販売価格：\48,500 利益率：47.2% 利益額：\22,894
コンディション：新品 仕入先：ケーズ電機
34．愛・佐世保
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00TXMVWLM
仕入値：\1,300 販売価格：\5,740 利益率：53.1% 利益額：\3,049
コンディション：新品 仕入先：TSUTAYA

35．Pioneer(パイオニア) カロッツェリア 200W×4・ブリッジャブルパワーアンプ
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B009PTAT30
仕入値：\8,609 販売価格：\17,980 利益率：40.0% 利益額：\7,141
コンディション：新品 仕入先：オートバックス
36．太陽誘電製 That's DVD-R データ用 16 倍速 4.7GB 100 枚入
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B003VIVWSW
仕入値：\3,189 販売価格：\6,980 利益率：40.0 % 利益額：\2,792
コンディション：新品 仕入先：ビックカメラ
37．道徳感情はなぜ人を誤らせるのか
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/4800307457
仕入値：\2,700 販売価格：\6,800 利益率：41.5% 利益額：\2,826
コンディション：新品 仕入先：明林堂書店
38．A チャンネル 1 【完全生産限定版】 [Blu-ray]
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B004VKSESU
仕入値：\1,080 販売価格：\2,910 利益率：40.0% 利益額：\1,161
コンディション：新品 仕入先：ベスト電器
39．SONY ウォークマン M シリーズ 16GB NW-M505/B
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00FF06X7O
仕入値：\7,336 販売価格：\17,900 利益率：48.2% 利益額：\8,636
コンディション：新品 仕入先：ヤマダ電機
40．カシオ 電子辞書 エクスワード XD-U7300WE
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00HTT8ZUM
仕入値：\11,421 販売価格：\37,800 利益率：60.2% 利益額：\22,754
コンディション：新品 仕入先：ヤマダ電機
41．SONY ウォークマン S シリーズ 8GB NW-S744/B
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B002P67UF0
仕入値：\2,850 販売価格：\6,800 利益率：44.6% 利益額：\3,033
コンディション：良い 仕入先：オタマート

42．デオシート レギュラー 124 枚
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00P27H8JW
仕入値：\1,036 販売価格：\4,450 利益率：47.7% 利益額：\2,121
コンディション：新品 仕入先：コメリ
43．OEN 再生専用ビデオカセットプレーヤー HVP-050
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00HRLKLZ4
仕入値：\11,664 販売価格：\27,707 利益率：48.1 % 利益額：\13,322
コンディション：新品 仕入先：グッディ
44．ソニー Xperia Z3 Tablet Compact SGP612 ホワイト
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00O3Q8OFU
仕入値：\3,000 販売価格：\7,800 利益率：48.7% 利益額：\3,797
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
45．SONY ウォークマン S シリーズ [メモリータイプ] 16GB ブラック NW-S765/B
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B005MLP1U6
仕入値：\3,000 販売価格：\7,800 利益率：48.7% 利益額：\3,797
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
46．docomo STYLE series L-03A ダークシルバー
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B0046Y2L6C
仕入値：\3,500 販売価格：\8,980 利益率：48.7% 利益額：\4,375
コンディション：新品 仕入先：ラクマ
47．docomo STYLE series SH-11C [Black]
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00BAOA8G6
仕入値：\5,555 販売価格：\13,800 利益率：48.7% 利益額：\6,742
コンディション：新品 仕入先：メルカリ
48．ミャウリンガル 白
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B0000VOQPO
仕入値：\3,500 販売価格：\9,800 利益率：50.1% 利益額：\4,913
コンディション：良い 仕入先：メルカリ

49．SONY ウォークマン S シリーズ 16GB ビビッドピンク NW-S15/P
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00NW34YXQ
仕入値：\3,500 販売価格：\12,800 利益率：61.5% 利益額：\7,867
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
50．Panasonic デジタルカメラ ルミックス TZ40 光学 20 倍 ホワイト DMC-TZ40-W
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00B7FN3H4
仕入値：\5,000 販売価格：\15,800 利益率：57.6 % 利益額：\9,108
コンディション：非常に良い 仕入先：メルカリ
51．ブラザー 普通紙ファクス FAX-380DL デジタルコードレス子機 1 台 FAX-380DL
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B001RBDY8Q
仕入値：\2,160 販売価格：\7,800 利益率：59.3% 利益額：\4,625
コンディション：可 仕入先：ハードオフ
52．4STEP 数学 2+B—ベクトル・数列
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/4410201735
仕入値：\600 販売価格：\2,980 利益率：57.3% 利益額：\1,161
コンディション：良い 仕入先：フリル
53．JVC ケンウッド ビクター エブリオ専用 DVD ライター CU-VD3
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B0012FU67E
仕入値：\6,372 販売価格：\19,480 利益率：54.8% 利益額：\10,675
コンディション：新品 仕入先：セカンドストリート
54．マインド・ゲーム [DVD] [DVD] [2004]
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B0001X9D90
仕入値：\2,280 販売価格：\6,980 利益率：53.8% 利益額：\3,755
コンディション：良い 仕入先：駿河屋
55．GALAXY S4 電池パック（SC09）（ASC29104）【SC-04E】【ドコモ純正品】【サムスン】
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00DRYL8ZW
仕入値：\1,300 販売価格：\4,280 利益率：53.1% 利益額：\2,275
コンディション：新品 仕入先：メルカリ

56．【早期購入特典あり】あんさんぶるスターズ! ユニットソング CD 第 2 弾
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B01GPPBUFM
仕入値：\1,296 販売価格：\3,750 利益率：45.3% 利益額：\1,699
コンディション：新品 仕入先：Amazon
57．【Amazon.co.jp 限定】Oh! スケトラ!!! ユーリ!!! on ICE/オリジナル・スケートソング
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B01MA5F5G7
仕入値：\3,240 販売価格：\7,490 利益率：43.0 % 利益額：\3,223
コンディション：新品 仕入先：Amazon
58．NYLON JAPAN 2017 年 5 月号スペシャルエディション(AAA カバー)
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B06X9QK6GH
仕入値：\620 販売価格：\3,800 利益率：69.4% 利益額：\2,636
コンディション：新品 仕入先：Amazon
59．【Amazon.co.jp 限定】TV アニメ「BanG Dream! 」OP 主題歌
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B01NCNZWI0
仕入値：\1,404 販売価格：\3,620 利益率：50.2% 利益額：\1,816
コンディション：新品 仕入先：Amazon
60．【早期購入特典あり】THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B06X18C6K1
仕入値：\1,500 販売価格：\3,800 利益率：40.5% 利益額：\1,538
コンディション：新品 仕入先：Amazon
61．AAA 2017 年 カレンダー 壁掛け B2 CL-302
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B01KX1ERXG
仕入値：\1,800 販売価格：\5,480 利益率：40.1% 利益額：\2,198
コンディション：新品 仕入先：Amazon
62．背中越しのチャンス(初回限定盤 1）
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B06XY76CDC
仕入値：\1,296 販売価格：\6,500 利益率：64.6% 利益額：\4,197
コンディション：新品 仕入先：Amazon

63.．バウリンガルボイス グリーン
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00272N66O
仕入値：\2,000 販売価格：\24,800 利益率：79.8% 利益額：\19,793
コンディション：新品 仕入先：メルカリ
64．NTT 西日本 SC-40NE「2」 無線 LAN カード
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00MYOYANI
仕入値：\2,000 販売価格：\10,800 利益率：69.8 % 利益額：\7,538
コンディション：新品 仕入先：メルカリ
65．docomo SH-07F 【Green】
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00LL8X14W
仕入値：\4,000 販売価格：\17,800 利益率：67.0% 利益額：\11,933
コンディション：新品 仕入先：メルカリ
66．PIXELA 地上デジタルチューナー PRD-BT100-P00
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B002BH09R4
仕入値：\1,800 販売価格：\7,980 利益率：64.7% 利益額：\5,162
コンディション：新品 仕入先：フリル
67．【正規品】 プライム(Prime) ルームマーチ・デラックス(DX)
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B001BP0D82
仕入値：\1,960 販売価格：\9,800 利益率：63.8% 利益額：\6,252
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
68．docomo 純正品 電池パック N14 N903i / N703iD 用電池パック
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00KVYBW2K
仕入値：\900 販売価格：\4,580 利益率：62.4% 利益額：\2,856
コンディション：新品 仕入先：ラクマ
69．Canon プリンター インクジェット PIXUS iX6830
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00HWOT6JS
仕入値：\5,000 販売価格：\16,980 利益率：58.5% 利益額：\9,941
コンディション：良い 仕入先：メルカリ

70．SHARP デュエット VT-14GH10 ビデオテレビ
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00009W0QN
仕入値：\4,708 販売価格：\14,800 利益率：55.7% 利益額：\8,241
コンディション：良い 仕入先：ヤフオク
71．SONY ソニー DCR-TRV17K デジタルビデオカメラレコーダー
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B012C4PRNG
仕入値：\4,000 販売価格：\9,980 利益率：48.0 % 利益額：\4,789
コンディション：良い 仕入先：ヤフオク
72．ソニー SONY フルハイビジョンビデオカメラ Handycam CX7
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B000RG9KOO
仕入値：\9,800 販売価格：\19,800 利益率：40.2% 利益額：\7,960
コンディション：良い 仕入先：ヤフオク
73．DENON ポータブルプレーヤー レッド GP-3R
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00009VLIM
仕入値：\11,400 販売価格：\27,800 利益率：49.2% 利益額：\13,699
コンディション：新品 仕入先：ヤフオク
74．イカ娘 (1/6 スケール PVC 塗装済み完成品)
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00IX7R83O
仕入値：\2,097 販売価格：\5,980 利益率：40.7% 利益額：\2,435
コンディション：新品 仕入先：ヨドバシカメラ
75．brother A4 モノクロレーザープリンター JUSTIO 20PPM HL-2130
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B005LDY10Q
仕入値：\4,006 販売価格：\13,950 利益率：46.1% 利益額：\6,463
コンディション：新品 仕入先：ヤマダ電機
76．パナソニック CD ラジオカセット シルバー RX-ED57-S
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B0002ERQHE
仕入値：\3,000 販売価格：\9,000 利益率：51.7% 利益額：\4,655
コンディション：良い 仕入先：メルカリ

77．Canon デジタルカメラ IXY160 シルバー 光学 8 倍ズーム IXY160(SL)
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B012CB09ZA
仕入値：\4,000 販売価格：\9,980 利益率：48.0% 利益額：\4,789
コンディション：非常に良い 仕入先：メルカリ
78．パナソニック 目もとエステ うるおいタイプ ピンク EH-SW51-P
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00DSHYH4M
仕入値：\5,000 販売価格：\12,698 利益率：47.2 % 利益額：\5,998
コンディション：新品 仕入先：ラクマ
79．SONY デジタルフォトフレーム S-Frame D720
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B0047AHH78
仕入値：\4,666 販売価格：\11,800 利益率：46.9% 利益額：\5,533
コンディション：新品 仕入先：メルカリ
80．SONY MD 搭載オールインワンコンポ CMT-M3 W
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B000BK6E86
仕入値：\4,500 販売価格：\1,100 利益率：45.3% 利益額：\4,983
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
81．SONY ウォークマン S シリーズ

8GB ブルー NW-S644/L

モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B002P67U46
仕入値：\2,464 販売価格：\5,980 利益率：44.7% 利益額：\2,670
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
82．SONY ウォークマン A シリーズ 16GB ホワイト NW-A855/W
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B0042XAITY
仕入値：\3,000 販売価格：\6,980 利益率：43.7% 利益額：\3,048
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
83．パナソニック ヘアードライヤー (ルージュピンク)Panasonic ナノケア
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00CN082K0
仕入値：\3,000 販売価格：\6,980 利益率：43.7% 利益額：\3,048
コンディション：良い 仕入先：メルカリ

84．Wii U GamePad AC アダプター
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00UHQMCQW
仕入値：\1,404 販売価格：\3,900 利益率：43.4% 利益額：\1,692
コンディション：新品 仕入先：ベスト電器
85．au Xperia Z3 SOL26 White 白ロム
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00PL1ZFH6
仕入値：\5,000 販売価格：\14,980 利益率：55.8 % 利益額：\8,357
コンディション：可 仕入先：ラクマ
86．【ドコモ純正品】GALAXY S5 SC-04F 卓上ホルダ(SC07) ASC39150
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00KQ9M49A
仕入値：\400 販売価格：\1,980 利益率：54.5% 利益額：\1,080
コンディション：新品 仕入先：ラクマ
87．ヘアグランス プレシャストリートメント 200ｇ
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B005C296PQ
仕入値：\2,000 販売価格：\5,980 利益率：53.0% 利益額：\3,167
コンディション：新品 仕入先：メルカリ
88．INS メイト V30 Tower
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B005EKEPO8
仕入値：\2,500 販売価格：\5,980 利益率：44.1% 利益額：\2,634
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
89．Apple iPod nano 第 5 世代 16GB レッド MC074J/A
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B0049KSJ82
仕入値：\4,500 販売価格：\9,500 利益率：40.5% 利益額：\3,850
コンディション：非常に良い 仕入先：フリル
90．シャープ G850VS Pocket Computer 【関数電卓】
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00FVR562Y
仕入値：\3,000 販売価格：\6,800 利益率：42.4% 利益額：\2,883
コンディション：良い 仕入先：メルカリ

91．iPhone 5s 32GB au [ゴールド]
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B014KHOUK4
仕入値：\5,000 販売価格：\12,800 利益率：49.7% 利益額：\6,365
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
92．NF032JD DX BROADTEC テレビ用 純正リモコン
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00G3UKR6S
仕入値：\980 販売価格：\2,980 利益率：48.1 % 利益額：\1,433
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
93．Apple iPod touch 32GB ブラック&スレート MD723J/A <第 5 世代>
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B009A3M9M0
仕入値：\6,000 販売価格：\14,980 利益率：49.1% 利益額：\7,353
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
94．シャープ 電子辞書 Brain 英語・旅行モデル PW-AC10-W
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B003XDSJE0
仕入値：\5,555 販売価格：\11,800 利益率：41.5% 利益額：\4,896
コンディション：ほぼ新品 仕入先：メルカリ
95．iPhone 4S 16GB au [ホワイト]
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B014KI2I2K
仕入値：\3,000 販売価格：\6,980 利益率：40.1% 利益額：\2,609
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
96．docomo PRIME series F-09C [BLACK]
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B00BAOAA6E
仕入値：\6,500 販売価格：\13,800 利益率：41.9% 利益額：\5,779
コンディション：良い 仕入先：メルカリ
97．Apple Magic Mouse MB829J/A
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B002TOJHB8
仕入値：\3,000 販売価格：\7,800 利益率：48.7% 利益額：\3,797
コンディション：ほぼ新品 仕入先：メルカリ

98．CASIO デジタルカメラ EXILIM EX-ZS150
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B006WN66OS
仕入値：\3,500 販売価格：\9,980 利益率：53.0% 利益額：\5,289
コンディション：新品 仕入先：メルカリ
99．LOGICOOL ウルトラスリム キーボードカバー TK710WH
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B009YAI34M
仕入値：\1,000 販売価格：\3,480 利益率：51.0% 利益額：\1,775
コンディション：非常に良い 仕入先：メルカリ
100．Panasonic DIGA DMR-EH73V DVD/HDD レコーダー
モノレート：http://mnrate.com/item/aid/B0035QAL0U
仕入値：\3,929 販売価格：\15,800 利益率：62.9% 利益額：\9,934
コンディション：非常に良い 仕入先：メルカリ

