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遊戯王とは、１９９６年から２００４年まで週刊少年ジャンプで
連載されていた人気漫画です。

元々は様々なゲームで悪人を裁く物語でしたが、
その中の一つであったカードゲームが社会問題になるほどの
人気となり、漫画もカードゲームメインになりました。

その人気のため、現実でも１９９９年に

「遊戯王OCG（オフィシャルカードゲーム）デュエルモンスターズ」

という名前で商品化されました。

当初は一時的な流行商品と思われていましたが、
２０２０年５月現在も商品展開される人気商品となっています。

遊戯王は海外でも高い人気がある事に加え、
２０年以上続いたことでブランド力が高まり、
今では１枚数千万円で取引されるカードがある程です。

カードもモンスターカードだけで１万種類を超えており、
全てのカードを理解するとなると大変です。

そのため本レポートでは、数あるカードの中でも
特に人気が高いカードの１枚である

「青眼の白龍（ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン）」について解説します。

始めに（遊戯王って？）



「青眼の白龍（ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン）」とは、
主人公の武藤遊戯のライバル、海馬瀬人が使う
エースモンスターカードです。

遊戯王のカードゲームの最初の話が
海馬とブルーアイズを巡る話であり、
まさに遊戯王カードゲームの始まりは
ブルーアイズと共にあると言ってもいいくらいです。

作品やOCGでももうプッシュされており、
遊戯王の代名詞と言ってもいいカードです。

そのためプレイヤーが手に入れやすいように
再販売されたり、商品や記念品として配布されたことで
様々なバージョンのカードが販売されています。

余り価値のないカードもあれば、
数万～数十万円以上の価値のあるカードもあります。

中には１００万円以上の価値があるカードもあるので、
1枚で大きな利益を獲得する事も可能です！

また、カードの価値もここ数年で上がり続けており、
長期保管しておくことで価値が倍増する
投資案件としての購入することもできます。

青眼の白龍ってどんなカード



遊戯王のレアリティは、以下のURLから確認できます。
https://www.torecolo.jp/shop/t/t6219/

２０ｔｈシークレットレア
※２０１９年に登場

文字が赤色
カード全体に加工
テキスト面に「20th」のマークあり

プリズマティックシークレットレア
※２０２０年より誕生

文字が銀色
カード全体に加工あり

遊戯王のレアリティ一覧

https://www.torecolo.jp/shop/t/t6219/


本編に入る前に自己紹介させてください。

元カードショップ店長で6年間務めた実績があります。

現在は中国輸入＆自社ブランド販売をメインとして、
日本・アメリカで販売する傍ら、カードゲーム投資も行っています。

カードゲームは子供の頃は一切やっておらず、
２２歳の頃に遊戯王のアニメを見て興味を持った超遅咲きです。

そこからカードショップで店長になるまでハマッたのですから、
世の中わからないものです（笑）

私は主に輸出でカードを販売しており、
現在は価値のあるカードを長期保管する
投資型に切り替えています。

カードゲームの本は書籍も出しているので、
興味のある方は是非以下URLをクリックしてみてください。

世界一簡単なカードゲーム販売の教科書
https://amzn.to/2TOpeU6

簡単な自己紹介

https://amzn.to/2TOpeU6


また、中国輸入＆自社ブランド販売の方法を

LINEで無料講座を開いています。

受けてみたい！という方は以下のURLかQRコードをクリックしてください。

https://line.me/ti/p/@wja3594h
↑こちらをクリックしても登録できます。

電子書籍もアマゾン限定で販売中です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B073S3YLRQ

それでは、本編に入ります！

https://line.me/ti/p/@wja3594h
https://www.amazon.co.jp/dp/B073S3YLRQ


メルカリ価格 40,000円
ebay価格 63,565円
差額 23,565円 ←輸出の利益が高い場合は青、

輸入の利益が高い場合は緑で記入しています。

※こちらにカード画像が入ります

型番

型番はイラスト右下にあるカード番号です

レアリティ

光り方の詳細は「レアリティ一覧」を見てください

収録

カードが収録された商品名になります

データの見方



ブルーアアイズホワイトドラゴン
カード一覧



メルカリ価格 40,000円
ebay価格 63,565円
差額 23,565円

型番

SM-51

レアリティ

アルティメットレア（レリーフ）

収録

Spell of Mask －仮面の呪縛－ 



数あるブルーアイズの中でも、入手しやすさと
高利益を両立させている1枚です。

初期に販売された中で一番高レアリティのカードであり、
入手難度も高めでした。

とはいえ市販されているカードなので、
今でも市場に出回って入手しやすいです。

メルカリ仕入れ→ebay輸出で手堅く利益を出せる１枚なので、
安く仕入れられたら利益を稼ぎやすい1枚です。

現状日本では４～６万円ほどで入手できますが、今後価値が高まる
可能性が高いので今のうちに美品を購入して保管しておくのもアリです。

注意点として、このカードが発売した頃はカードゲーム自体が黎明期で
まさか20年以上続くブランドになるとは考えられておらず、
雑に扱われていました。

美品として残っているものは少ないため、
仕入れ時に状態確認はしっかり行いましょう！

解説



メルカリ価格 7,000円
ebay価格 909円
差額 6,091円

型番

なし

レアリティ

ウルトラレア

収録

STARTER BOX



記念すべき、最初に登場したブルーアイズです。

ストラクチャーというカードの内容が固定されている商品に
収録されていたため、価値はそれほど高くありません。

ebayの方が安く購入できるので、輸入向きの商品と言えます。

また日本語版のカードをebayで販売しているのは日本人のため、
国内転売とほぼ同じ感覚で仕入れができます。

このカードの特徴は、一番初期のカードだけあって
カードイラスト下にある型番がない点です。

また当時の購入者は子供が大半だったため、
美品はかなり少ないです。

美品が手に入れば相場より高い価格で販売できるので、
狙って探してみるのも手です。

解説



メルカリ価格 100,000円～680,000円

ジャンプフェスタの来場特典として
１０００枚だけ配布された激レアカードです。

あまりに資料が少ないため、ebayでも販売履歴が見つからない1枚です。

メルカリでも金額の差が激しく、販売履歴のあるカードは１０万円、
出品されている最大価格は６８万円です。

型番がない事と古いカードであること、さらに枚数が少ないせいで
本物を見た人自体が少ない事から、偽造カードも出回っている
ブルーアイズでもあります。

購入する場合は、鑑定書がついているものを購入したほうがいいです。

型番

なし

レアリティ

シークレットレア

収録

Vジャンプフェスタ1999配布カード（１０００枚）



メルカリ価格 777円
ebay価格 321円
差額 456円

レアリティ

ウルトラレア

収録

EX

型番

なし



こちらも初期に発売された構築積みカードのセットに
収録されていたカードです。

この辺りからブルーアイズの供給が追い付き始め、
価格もかなり安くなっています。

ネットショップでの送料や配送の手間を考えると
仕入れてもあまりおいしくない１枚です。

ブルーアイズの中にはプレミアのついていないカードも
あるので、仕入れ時には注意しましょう。

解説



メルカリ価格 2,500円
ebay価格 3,377円
差額 877円

型番

LB-01

レアリティ

ウルトラレア

収録

青眼の白龍伝説－LEGEND OF BLUE EYES WHITE DRAGON－



通常パックに初めて収録されたブルーアイズです。

この辺りから型番が記載されるようになり、
リサーチしやすくなりました。

金額的にはそこそこくらいで、
アルティメットレアほど高額ではありません。

ただ入手はそれほど難しくなく、
カードの状態によって価格変動が激しいので、
そのあたりを考慮しつつ大量に仕入れて
販売していくとキャッシュフローが良くなります。

また、仕入しやすく今後価値が上がっていく可能性もあるので、
美品を集めて長期保管していくのも手です。

解説



メルカリ価格 350円
ebay価格 1,056円
差額 706円

型番

DL2-001

レアリティ

ウルトラレア

収録

DUELIST LEGACY Volume.2



メルカリ価格 1,250円
ebay価格 1,068円
差額 218円

型番

DL2-001

レアリティ

パラレルレア

収録

DUELIST LEGACY Volume.2



「DUELIST LEGACY」では、２種類のレアリティの
ブルーアイズが収録されています。

パラレルレアの方が珍しいカードになります。

海外の価格差はありませんが、国内では結構な差があります。

とはいえこちらも流通量の多いカードなので、
価値はそれほど高くないです。

イラストも以前とは変わっており、
再録されたことがわかりやすくなっています。

解説



メルカリ価格 300円

※ebayのSold履歴無し

ストラクチャーデッキは、カードの内容が全て固定されている
構築済みデッキの事です。

確実に手に入る上にリアリティも一番低いノーマルのため、
価格は全く高くないです。

今後の値上がりにもあまり期待できないので、
他の商品を仕入れた方が無難です。

型番

SK2-001

レアリティ

ノーマル

収録

STRUCTURE DECK－海馬編－ Volume.2



メルカリ価格 225円 （2枚セットの半額分）

ebay価格 106円
差額 116円

ウルトラレア

収録

BEGINNER'S EDITION 1 

型番

BE1-JP098

レアリティ



「BEGINNER'S EDITION 1」は、過去のカードを
再収録した初心者・新規向けのパックです。

パックは一定期間販売すると生産中止になるのですが、
「BEGINNER'S EDITION 」は再録パックという事で
長期間販売が行われました。

そのためカードの流通数も多く、価値はかなり低めです。

このように再録系のカードは価値が大きく下がるケースが多いのですが、
これから紹介するカードには再録でも高額なカードが多数あります。

その理由もそのカードの解説の項目で説明していきます。

解説



メルカリ価格 300円
ebay価格 1,069円
差額 769円

型番

DT01-JP001

レアリティ

スーパーレア

収録

DUEL TERMINAL －シンクロ覚醒！！－



デュエルターミナルとは、ゲームセンターで遊べる
ゲーム筐体の事です。

カードはリアルの対戦でも使用できるため、
普通のカードと同様に販売できます。

デュエルターミナルではブルーアイズ以外の
人気のカードもあってかなり流通したため、
カードの価値も低いです。

デュエルターミナルは稼働終了しているため、
ゲーム筐体用としても利用できない所も
価値が上がらない理由と思われます。

解説



メルカリ価格 100円
ebay価格 1,048円
差額 948円

型番

YAP1-JP001

レアリティ

ウルトラレア

収録

ANNIVERSARY PACK（ジャンプフェスタ2009）



遊戯王の原作者、高橋和希先生書き下ろしの
あらたなブルーアイズです。

国内ではそれほど高くありませんが、
原作者書下ろしと行くことで海外では割と高めで販売されています。

ebayページではSold履歴３６件あるため、
このカードを大量に仕入れて定期的に販売すると
利益の底上げができます。

1枚の利益は高くありませんが、
こういう安定して売れる商品を販売する事で
毎月のキャッシュフローがかなり良くなります。

解説



メルカリ価格 2,777円

※ebayデータなし

遊戯王はカードだけでなく、フィギュアなどのグッズ販売もしています。

このブルーアイズはそのフュギュアに付属していたカードです。

比較的珍しいカードなのですが、あまり市場に出ておらず
価格もはっきりしていません。

型番

MFC3-JP001

レアリティ

ノーマル

収録

モンスターフィギュアコレクション Volume 3 付属カード



メルカリ価格 500円

※ebayデータ

ややこしいですが、上述のビギナーズエディションとは
別のカードになります。

昔のビギナーズエディションの型番は「BE1」ですが、
こちらは「BE01」になります。

こちらも以前のBEと同様、流通数が多いので価格は高くありません。

型番

BE01-JP089

レアリティ

ウルトラレア

収録

BEGINNER'S EDITION 1（第７期）



メルカリ価格 ８０円（４枚を割った金額）

※ebayデータ

ストラクチャーデッキなので、必ず手に入るカードです。

レアリティもノーマルのため非常に手に入れやすく、
初心者には嬉しいものの仕入する価値はありません。

メルカリ画像のように、関連カードと組み合わせれば
ワンチャン売れる感じです。

収録

ストラクチャーデッキ－ドラゴニック・レギオン－

型番

SD22-JP004

レアリティ

ノーマル



メルカリ価格 160円
ebay価格 331円
差額 171円

こちらも構築済みデッキ収録のカードになります。

型番

SD25-JP001

レアリティ

ウルトラレア

収録

ストラクチャーデッキ－青眼龍轟臨－



メルカリ価格 450円
ebay価格 1,282円
差額 832円

型番

VJMP-JP080

レアリティ

ウルトラレア

収録

Ｖジャンプ(2013年7月号)　付属カード



月刊Vジャンプでは、ほぼ毎月遊戯王カードが付属しています。

新規書下ろしのブルーアイズであり、
海外の方が高額で取引されています。

何度も売れているので、収入の底上げ用として
大量に仕入れておくのもいいです。

オススメの仕入れ方法としては、メルカリヤフオクで
セットで売られているものを購入する方法です。

カードは軽くて小さいので、数枚まとめて購入しても
送料は同じか少し上がる程度です。

ネット購入だと送料がかなりかかるので、
まとめて仕入れた方が配送コストを抑えられます。

また、カードショップのストレージやワゴンに大量に
入っていることもあるので、実店舗を回ってみるのも手です。

解説



メルカリ価格 10,000円
ebay価格 34,739円
差額 24,739円

型番

TRC1-JP000

レアリティ

ホログラフィックレア

収録

THE RARITY COLLECTION



ホログラフィックレアは、SM-51のアルティメットレアより
上と言われるレアリティです。

イラストの加工が非常にきれいで、人気も高いです。

海外で特に人気があり、国内仕入れ→ebay販売での
利益も非常に高いです。

ebayのページは鑑定書がついているため、相場の
３倍近い値がついています。

鑑定書がない場合12,000円～13,000円ほどの取引になります。

メルカリでは４枚セットで２８０００円程度の価格もあるので、
そういったまとめ売りのものを手に入れるといいです。

解説



メルカリ価格 3,000円
ebay価格 5,131円
差額 2,131円

型番

15AX-JPY07

レアリティ

シークレットレア

収録

決闘者の栄光－記憶の断片－ side：闇遊戯



メルカリ価格 800円
ebay価格 1,978円
差額 1,178円

ミレニアムレア

収録

決闘者の栄光－記憶の断片－ side：闇遊戯

型番

15AX-JPY07

レアリティ



決闘者の栄光－記憶の断片－ side：闇遊戯という
商品には、２種類のブルーアイズが収録されています。

シークレットレアの方が価値がありますが、
どちらもebay輸出で利益が出ます。

流通数が多い事で手に入りやすく、
大量仕入れ・大量販売も可能なのも魅力です。

型番は全く同じなので、販売・配送時に
間違えないように注意しましょう！

解説



メルカリ価格 400円

※ebayデータなし

デュエリストパックに再録されたブルーアイズです。

もうブルーアイズはかなり手に入りやすくなっており、通常パックに
収録されたブルーアイズの価値はあまり高くありません。

他のブルーアイズを仕入れた方がいいですね。

型番

DP16-JP015

レアリティ

ウルトラレア

収録

デュエリストパック－決闘都市編－



メルカリ価格 400円
ebay価格 1,518円
差額 1,118円

型番

MVPI-JP002

レアリティ

KCレア

収録

劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS CoCo壱番屋特典カード



劇場版の記念にCoCo壱番とコラボした際に
配布されたカードです。

KCレアという新たに生まれたレアリティで、
カード全体に「KC」の文字がパラレル加工されています。

なお、KCとは遊戯王の原作にでてきた海馬の会社
「海馬コーポレーション(Kaiba Corporation)」の略称です。

イラストや加工の人気があるのと期間限定商品のため、
価格も利益が取れる状態になっています。

仕入もしやすい方なので、狙ってみてもいいです。

解説



メルカリ価格 1,500円
ebay価格 5,344円
差額 3,844円

型番

MPR-JP001

レアリティ

KCウルトラレア

収録

ジャンプ流 vol.08 付属カード



「ジャンプ流」は、ジャンプ漫画家の一人を
号ごとに特集している雑誌です。

そのVol.８で遊戯王作者の特集が組まれ、
その時に付録として付いていたカードです。

作者の高橋和希先生直筆のカードで、
イラストには海馬も一緒に描かれている初のカードです。

イラスト的にも人気が高く、長期的に価値が出る事も
考えられるので、販売用・保管用の両方に仕入れできます。

解説



メルカリ価格 100円
ebay価格 401円
差額 301円

型番

SDKS-JP009

レアリティ

ノーマルパラレル

収録

ストラクチャーデッキ－海馬瀬人－



もはや恒例と言ってもいい、構築済みデッキに
収録されたブルーアイズです。

確実に手に入るカードなだけに、価値は低めです。

その分まとめ売りで大量出品されている可能性があるため、
1枚単価が安く出品されているのを購入して少しずつ
販売していく事もできます。

解説



メルカリ価格 3,000円
ebay価格 4,696円
差額 1,696円

型番

SCB1-JPP01

レアリティ

ウルトラレア

収録

「遊戯王デュエルモンスターズ 最強カードバトル！」クリア特典



2016年に配信された遊戯王のゲームの
クリア特典として配布されたカードです。

ゲームも無料配信のため、このカードは
実質無料で手に入ったカードと言えます。

カードイラストは人気の高い初期バージョンで、
もらえるのも小学生以下だったのでなかなかのレアカードです。

初期イラストである事も海外人気がある理由で、
販売額も結構高めです。

メルカリなら開封済みのものは１０００～２０００円、
未開封のものは３０００円前後で取引されます。

長期保管も考えると、未開封のカードを手に入れた方がいいです。

解説



メルカリ価格 4,500円
ebay価格 6,938円
差額 2,438円

型番

20AP-JP000

レアリティ

ホログラフィックレア（パラレル仕様）

収録

20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE



パラレル仕様のホログラフィックレアという、
若干ややこしいレアリティのカードです。

この型番のカードは1種類しかないので判別は簡単ですが、
TRC1-JP000のブルーアイズと非常に似ているので、
型番を見てしっかり判断するようにしてください。

解説



メルカリ価格 1,000円
ebay価格 1,747円
差額 747円

型番

LG02-JP001

レアリティ

ノーマルパラレル

収録

遊戯王デュエルリンクス レジェンドデッキガイド 闇遊戯VS海馬瀬人 付属カード



遊戯王のスマホゲーム「デュエルリンクス」の攻略本に
付属していたブルーアイズです。

レアリティのノーマルパラレルはレアリティとしてみると
低い方になるため、価格もそれなりといったところです。

解説



メルカリ価格 75,000円
ebay価格 47,075円
差額 27,925円

型番

2018-JPP01

レアリティ

20thシークレットレア

収録

World Championship 2018 来場記念カード



遊戯王の２０１８年の世界大会の来場記念カードになります。

世界大会という限られた場所で配布されたカードのため、
当初から価値は高かった１枚です。

海外の方が価格が安く、ebayから輸入販売するのも手です。

貴重なカードのため今後価値が上がる可能性が高く、
保管目的で購入してもいい1枚です。

解説



メルカリ価格 300円
ebay価格 930円
差額 630円

型番

20TH-JPC58

レアリティ

ウルトラレア

収録

20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION



メルカリ価格 1,000円
ebay価格 2,780円
差額 1,780円

型番

20TH-JPC58

レアリティ

シークレットレア

収録

20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION



遊戯王２０周年記念では様々なパックやカードが
収録され、遊戯王の代名詞であるブルーアイズも多数再録されています。

ウルトラレアとシークレットレアの２種類がありますが、
シークレットレアの方が価値が高いです。

解説



メルカリ価格 5,200円
ebay価格 21,274円
差額 16,074円

型番

20CP-JPS02

レアリティ

20thシークレットレア

収録

20thシークレットレア SPECIAL PACK



「20thシークレットレア SPECIAL PACK」は、2019年に
指定商品を３BOX（約13,500円）購入した人に
1パック配布された限定パックです。

全てのカードが２０ｔｈシークレットレアになっており、
ブルーアイズもその中の１枚です。

２０ｔｈシークレットレア自体が２０周年限定で発行された
レアリティのため、これからさらに価値が高まっていきます。

現状でも利益が出るので、転売・保管両方に向いています。

今の時点ではまだ安く購入できるので、
投資用に購入するなら早めに購入したほうがいいです。

解説



メルカリ価格 2,000円
ebay価格 5,363円
差額 3,363円

型番

LGB1-JPS02

レアリティ

プレミアムゴールドレア

収録

LEGENDARY GOLD BOX



プレミアムゴールドレアは、その名の通り
金色の特殊加工がされた特別なカードです。

かなり見た目が豪華で、金額も結構高めです。

こういう派手なカードは海外人気も高く、
ebayで売ると3,000円くらいの利益が出ます。

解説



２０２０年5月現在、最も新しいブルーアイズです。

まだ流通していないため価格は不明ですが、
抽選で３０００名にしか配布されないカードのため、
価値はかなり高くなると思われます。

プラズマティックシークレットレアは２０２０年から
新たに登場したレアリティになります。

もうキャンペーンは終了していますが、
今後価値が出る可能性があるのでメルカリなどに
出品されたら仕入れ・出品してみるのも面白いです。

型番

PSEC-JP001

レアリティ

プラズマティックシークレットレア

収録

コナミフレンドリーショップ限定キャンペーン！！



番外編



型番

なし

レアリティ

なし（純金製）

収録

完全受注生産

定価

２０万円

ヤフオク相場（最安値）

５３万円

ヤフオク相場（最高値）

２００万円

ヤフオク相場（平均）

１，１８４，１００円



２０周年記念に５００個限定で販売された、純金製の
ブルーアイズです。

２０万円という高額にもかかわらず３３，４６５件の応募があり、
遊戯王の人気を物語っています。

現在ヤフオクでの返金落札額は１１０万円と、
当時の５倍以上の値がついています。

２０２０年５月の時点の金の価値は６，１８６円であり、
この商品は１１ｇなので、金自体の価値は６８，０００円です。

つまり１００万円はブルーアイズと遊戯王ブランドの価値で
生まれたものであり、金の価値を大幅に上回っています。

加工された金製品は通常買取時は加工代の分
値が下がるので、これは凄い事です。

解説



型番

なし

レアリティ

なし（純銀製）

収録

抽選品（８００名）

定価

なし

ヤフオク相場（最安値）

４６９，９９９円

ヤフオク相場（最高値）

２００万円

ヤフオク相場（平均）

７８６，４９９円



金があれば銀もある、というわけで
当然のように登場した純銀製ブルーアイズです。

こちらは商品購入者に抽選２００名プレゼントされたものです。

銀は金に比べ価値が１００分の一くらいしかないのですが、
ヤフオクでの平均落札額は７４万円になっています。

このブルーアイズはカードの価値もそうですが、
純金製に比べて流通数が少なく手に入りにくいため、
そこまで価格の差がないと考えられます。

ファン垂涎の一品なので、金銀両方購入して
投資案件として長期保管も検討できます。

解説



メルカリ価格 16,000円
ebay価格 26,000円（販売実績なし）
差額 10,000円

型番

KP01-JP000

レアリティ

ラッシュレア

収録

デッキ改造パック 超速のラッシュロード!!



先に書いておくと、このカードは遊戯王OCGでは使用できません。

２０２０年から遊戯王は「ラッシュデュエル」という
新ゲームをスタートさせており、OCGとは別の
カードを使用します。

このカードはラッシュデュエル専用のブルーアイズで、
高額な理由は封入率の低さになります。

このカードはパックを１カートン購入してようやく当たる、
というくらいの激レアカードです。

ラッシュデュエルのパックは１BOX１５パック、
１カートン（ダンボール１個）に２４BOX入っているため、
合計３６０パック開けてようやく１枚手に入る計算になります。

ラッシュデュエルのブルーアイズはこのレアリティの１枚しかなく、
ゲームで強い事もあって高値で取引されています。

注意点として、ラッシュデュエルは日本国内でのみ
展開することが決定している点です。

海外需要は伸びない可能性もあるので、
扱い場合は国内転売をメインに考えた方がいいです。

解説



いかがだったでしょうか？

1枚のカードにこれだけの種類があり、
価格も書類によって全然違います。

メルカリとアマゾン、日本と海外で価格差もあり、
ブルーアイズ1枚に絞って販売をしても結構稼げます。

遊戯王は今後も世界で商品展開されているので、
今後もブルーアイズの価値は高まっていくと思われます。

貴重なカード今のうちに買っておけば、
数年後に数倍の値段になっている可能性もあります。

トレーディングカードゲームは転売・投資の両方に
活用できるブランド商品なので、今のうちにリサーチして
ガンガン稼いでください！

カードゲームの販売方法を解説した書籍も出版しています。
興味のある方は是非以下URLをクリックしてみてください。

世界一簡単なカードゲーム販売の教科書
https://amzn.to/2TOpeU6

終わりに

https://amzn.to/2TOpeU6


また、中国輸入＆自社ブランド販売の方法を

LINEで無料講座を開いています。

受けてみたい！という方は以下のURLかQRコードをクリックしてください。

https://line.me/ti/p/@wja3594h
↑こちらをクリックしても登録できます。

電子書籍もアマゾン限定で販売中です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B073S3YLRQ

https://line.me/ti/p/@wja3594h
https://www.amazon.co.jp/dp/B073S3YLRQ


■発行者情報■ 

★発行者：後藤寛

★メールアドレス：　
merumaga5100@gmail.com

★公式ブログ：オリブラ！　～中国輸入×完全在宅×副業で自由な生活～
https://gotohirosi.com

→LINE講座も一緒に受講いただくことですぐ中国輸入を開始できます！
https://line.me/ti/p/@wja3594h

★中国輸入のオープンチャットもやってます
https://www.instagram.com/gotohirosi

★インスタグラム
https://www.instagram.com/gotohirosi

★史上初！？　カードゲーム販売の書籍
世界一簡単なカードゲーム販売の教科書
https://amzn.to/2TOpeU6
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https://gotohirosi.com/
https://line.me/ti/p/@wja3594h
https://www.instagram.com/gotohirosi
https://www.instagram.com/gotohirosi
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