なぜそれほど儲か るプレミアチケット
情報その①
本当に単純で す。まずはオーク ションで商品を販売します。何の 商品？！は？！と
思うでしょう。当然です。
説明します。 まずは近くにある 家電量販店のテレビを例に挙げま しょう。オークシ
ョンでそのテ レビを出品します 。
「手元にない よ」大丈夫です。 家電量販店での価 格＋ 3000 円～ 5000 円 位金額で出
品して下さい 。
【注意点】
●開始価格は ＋ 3000～ 5000 ス タートです。そ の時に自動延長も忘れずに！終了間
際に予定より 値段が上がること もあります（家電量販店の値段以 下で 落札されたら
終わりです）
●送料は出品 者側で負担（サー ビスしてあげましょう。）
●海外発送は 絶対に NG（送料が高くつ きます）
●入金確認後 、３日以内に発送 すると明記
●画像は必ず 載せる（ないより も落札される確立 が上がります。メ ーカの HP から
拾えばいいで しょう）
ほぼ確実に誰 かが購入してくれ ます。
もし売れなか ったら、迷わず、 再出品です。
★落札された ら・・・
まず入金確認 後にその送付先住 所のメモとお金を持って家電量販 店でその商品を購
入します。
【注意点】
●なるべく「送 り主」は貴方の 名前にする（家電量 販店で購入したこ とがわかると、
いい思いをし ない人が居るかも知れないからです）
帰宅後、落札 者に「発送完了」のメールを送信しましょう。
はい、これで 作業は終わりです 。

利益は＋ 5000 円程 度？？？？？
ここからがこ の方法の魅力です 。家電量販店のポイントカードを 利用します。
商品購入の際 にポイントカード を出してつけてもらいましょう。
例えば、 1 ポイント＝ １円として・・ ・
１５％還元の 商品であれば、 200000 円 のテレビを購入 して、 30000 円分のポイン
トが溜まりま す。
その 30000 円分でデジカメ・プリンタ ーなど の商品を購入しま す。
あとはそれを オークションに出 品するだけ。その収入はまるまる 自分の利益になり
ます。
【注意点】
●安めに出品 しましょう（早く 収入に結びつきます）
この作業を繰 り返すことと複数 出品することで収入はどんどん上 がっていくでしょ
う。
【疑問点】
本当に商品が 売れるの？やって いくうちに気付くと思いますが、 落札者の殆どが田
舎の方です。 そうです、近くに 家電量販店がないのです。
全て自宅でや ってしまうにはオ ンラインで商品を購入して発送ま でやってもらうこ
とです。送り 主が気になる方は 一度自宅に商品を 発送してもらって から、落札者に
送ってもいい でしょう。
簡単ですがな かなか思いつかな いものです。
初期費用、オ ークションに出品 する費用位ですね。
あとは、メー ルでのやり取りを して口座に入金が あるのを待ちまし ょう。
応用は他にパ ソコン本体など様 々です。
頑張って儲け て下さい。
（コンビニ・ 郵便局）
-------------------------------------------------------------------------------これも単純で す。チケットの転 売です。

まずアーティ ストのチケットを 入手します。
【注意点】
●わかってい る思いますが売れ てないアーティストのチケットを 入手しても全く意
味がありませ ん。
プレミアチケ ットをどうやって 入手するか
答えは単純、 FC(ファンクラブ）に 「大量に」入る 事です
ご存じの方も 多いかと思います が、現在殆どのアーティス トが一般発売より 前に FC
限定の先行発 売を行っています 。
一般発売での チケット入手方法 も下記に記してますが、そ れなりの労力を伴 います。
また苦労して 手にいれても、 FC 側からチケ ットを捌き始め ます のでどうしても席
が悪くなりま す。
（中には一般 発売と先行発売と をあらかじめ席を分けて販売する アーティストも存
在しますが、 少数派といえます ）
FC の先行 発売から購入する 事で定価で良席のチケットが手に 入ると言う訳です 。
何だそんなこ と か？とお思いかも しれません が、 FC に入ってい る方は圧倒的に自
分がコンサー トに行く為に入っ ている方が多く、転売目的で FC に入っている人は
意外に少ない のです。
ここが盲点な のです FC の年会 費、入会費、また それに掛かる手間 を惜しんで、折
角のチャンス を みすみす逃してい るのです。 FC 会員になります と送 られてく る会
報や FC 特典 グッズ等を売れば 元が取れることも有りますので、あ まり会費を重要
視する必要は ありません）
ただ人気の高 いアーティストに なると当然 FC の中でも抽 選があります。
どうやればチ ケットが当選する 確率が高くなるか？
その答えは単 純、「大量に申し込む」の です
人気アーティ ストでしたら「家 族、友人、知人等使える限りの名義 を使って FC に
入る」事が望ましいです。
登録住所が同 じでも登録名義が 異なれば OK とい う所が多数ですの で、場合によっ
ては偽名を使 うことも可能です
FC は 会員の年会 費で利益 を挙げており、慈 善事業ではあり ませ んので、できるだ
け会員数を増 やしたがっていま す。
5 人家 族で 5 人 とも同じ FC に 入っているなんて 事は全然珍しい事 ではありません
ので、入会に 関してそこを問題 視する必要はありませ

ん。
ただ名義さえ 異なっていれば住 所が同じでも問題ありませんが、 勿論名字が異なる
場合は知り合 いの住所を使うな どして下さい

ただどうして 定価の何十倍もの 値になるのか不思 議に思う方もいる でしょう
「 そ ん な に お金 を 払 っ て ま で 見 た いの な ら 自分 で FC に 多 数 入 っ て取 れば い い の
に」
私も最初はそ う思っていました 。
しかし経験を 重 ねていくにした がって、その理由がわかるようにな りました。
FC や一般 発売で取ると、席 はチケットが届いてみないとわから ない物です。
その悪席かも しれない状況でチ ケットを購入するよりは、何十倍 ものお金を払って
も良いから良 い席だとわかって いるチケットを購入
したい、ここ でいくらお金を使 っても惜しくない、そんなお金持 ちが「たくさん」
いるのです。
また FC 会員 数が数十万人とい った大変人気の有 るアーティストは 新陳代謝が非常
に活発です。
つまり FC に 入っておきながら 既に興味を失って 申し込まない方、 また逆にチケッ
ト発売後に熱 狂的なファンにな った方、そういう方が
たくさんいま す。
この他、熱狂 的なファンで FC にも入っているが他人や架空の名 義を使ってまで大
量に FC に入ろうとはせ ず、その結果当 選できない。
その為オーク ションでの購入し か残された道がなくなる方、そう いう方も多数いる
でしょう。
これらの理由 によってチケットの値段が大きく上がるのです。

現在何十万人 もいるといわれて いる SMAP の FC が私の情報によっ て例え何千人増
えても、そも そもが分母が大き い為、殆ど影響しないのです
大量に FC に入るのには 初期費用も掛かる し、何か踏ん切 りがつかないと言 う方は、
取り合えず数 口でも FC に入って感覚を掴 むことをお勧め します。
それでチケッ トが当たれば儲け ものですし、はずれてもわずかな FC 会費のみの支
出とリスクも 少ないと言えます 。
また次章で一 般発売でのチケッ ト入手攻略法を明記しますので、 そちらをやって頂

ければリスク は限りなくゼロと 言えるでしょう。
ただ多く儲け ようと思ったら上 記の方法が絶対的だと事を知って おいてください。
各アーティス トのツアー日程を 個別に調べ、チケット発売にまだ 余裕があるようで
したら 1 口でも FC に入っ てみて下さい。
先行発売分のチケットを 1 口分（ 4 枚）GET するこ とができれば、そこで席によっ
て 2 万円～ 20 万 程度の利益は確保 できるでしょう。
コツさえ掴め ばこんなに楽な商 売はないと思いま す。
基本的に 80 円切 手を貼った返信用 封筒を添えて各 FC に郵送すると 入会案内が送ら
れてきます。
ただ中には 2～ 3 ヶ月掛かるような FC もありますのでよく調べてか ら入会してくだ
さい。

入会の申し込 み書を発送時する のにポストのあるローソンを使う と確実です。
今ではローソ ンにポストが設置 してあるからです。
もちろん近く のポストや郵便局 でも OK です。
また最近では 殆ど全てのアーテ ィストが公式 HP を持ってい るので、そこから FC
に入会するこ とが出来る様にな っていますので全てオンラインで 登録することも可
能ですね。

オマケです。
プラチナチケ ット購入サイトで す。
http://www.speranza.ne.jp/
http://www.ticket.co.jp/
http://mirror.s11.xrea.com/x/trade/
http://www.it.sakura.ne.jp/~ticket/
http://www.hana-sen.co.jp/ticket/
http://www.ticket-yamiichi.com/
http://village.infoweb.ne.jp/~fwis0045/
http://www.toruzo.com/
http://cyberticket.tripod.co.jp/
http://www.ticket-navi.ne.jp/
http://eee.eplus.co.jp/index.html

http://superman.personal.ne.jp/
http://www1.ocn.ne.jp/~satoshi7/tiketto/baibai.htm
http://list.bidders.co.jp/list1/21110
http://www.h5.dion.ne.jp/~stadium/kotu-getroad.htm
http://www.e-ticket.net/index.html#726
http://t.pia.co.jp/music.html
http://www2.lawsonticket.com/
http://www.ticket-alpha.com/
http://www.dokaben.co.jp/net/servlet/indexSub
http://ap.digiseat.net/
http://www.a-box.ne.jp/asobox/ticket/
http://www.nikkei.co.jp/events/
http://www.spielen.net/ticket/index.htm
http://www.ticket-navi.ne.jp/
http://www.f-and-c.com/
http://cyberticket.tripod.co.jp/
http://t-buster.com/
http://ticket.www.gr.jp/
http://www.selectjapan.com/
http://www.ticketport.co.jp/
http://www.mmjp.or.jp/magnet/
http://www.allamerican-tkt.com/
http://www.trust-japan.co.jp/dojyo/
http://www.kyodotokyo.com/
http://www.kyodo-osaka.co.jp/
http://www.ticketport.co.jp/
http://acetokyo.tripod.co.jp/
http://www.platinum-tickets.co.jp/
http://www.din.or.jp/~sys-net/ticket/
http://www.spielen.net/ticket/index.htm
http://www.finally.co.jp/atfa/a_auct_music.htm
http://www.yumebanchi.com/
http://www.tponte.com/
http://www.sound-c.co.jp/
http://www.global-navigator.com/
http://www.ticket-fan.com/
http://www.t3.rim.or.jp/~ticket/

皆さん、頑張 って儲けて下さい

以上

http://infostore.jp/dp. do?i p=oomizu2oo353&pd= 03

