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■推奨環境■ 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の Adobe 

Readerを無料でダウンロードしてください。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

■著作権について■ 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

このレポートの著作権はブラウニーに属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流

用、転売等することを禁じます。このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなしま

す。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部

をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に

基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに

誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、

著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任負わないことをご了承願います。 

このレポートのご利用は自己責任でお願いします。このレポートの利用することにより生じたい

かなる結果につきましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご

了承願います。

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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■はじめに■ 

レポートのダウンロードありがとうございます。 

  

 音楽業界で働きながらゲームせどりをしているブラウニーです。 

 

 2013年にせどりを始め、それから中古ゲームオンリーで、 

 

 5年間稼ぎ続けています。 

 

中古ゲームせどりだけで 約 5000万円利益達成！！ 

本業は音楽で演奏や、裏方の仕事をしています。 

 

しかし、音楽業界もなかなか厳しく、一人で食べて行くのにも必死でした。  

 

友人のススメで始めたのがせどりでした。 

 

始めは不安で 1万円利益くらいでしたが、コツを覚えていくとどんどん怖さも消え、 

 

どんどん稼げるようになり、今ではせどりで月収 100万円を越えています。 

 

5年間で得た利益は約 5,000万円です！ 

 

細かいやり方はホームページで説明していますので、初心者の方はブログを読んでみてください。 

http://brown.dic-web.com/ 

 

 ブラウニー雑誌掲載情報 

◆BIGtomorrow(ビッグトゥモロー) 2017年 04 月号増刊  

◆BIG tomorrow(ビッグトゥモロー) 2017年 02 月号  

◆BIG tomorrow(ビッグトゥモロー) 2016年 11 月号  

◆【完全ガイドシリーズ 167】 メルカリ完全ガイド  

◆【完全ガイドシリーズ 115】 副業完全ガイド 

 

http://brown.dic-web.com/
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第１章 古物営業法の一部改正・・・  

去年の話になりますが、2018 年 10 月 24 日に 

古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。 

  

改正内容としては主に買取に関する事になります。 

 

ですが、古物商を既に持っている方でも 

1 つだけやっておかなければならい事があります。 

 

これをやっていないと、無許可営業扱いとなります。 

 

無許可営業だった場合は 

 

３年以下の懲役または 100 万円以下の罰金 
 

さらに 

 

５年間は古物商許可が取得できなくなる 
 

単刀直入に言うと。 

 

 とりあえず、免許持ってる人も警察署に来ないと、 

 

 免許持ってる人も免許取り上げるからね。 

  

 

 ってことです。 
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第２章 古物商許可証のとり方 

古物商許可証をまだ持っていない方に取得方法をご紹介します。 

①営業する所在地を管轄する警察署へ行く。 

防犯係の窓口へ行って必要な書類を受け取って下さい。 

窓口で必要な書類を確認しておくと手間が省けます。 

 

②必要な書類を用意する。 

1.住民票（発行日から３ヶ月以内） 

本籍地が記載されているもので個人番号の記載のないもの。 

 

2.身分証明書（本籍のある市役所）（発行日から３ヶ月以内） 

本籍のある市役所（区役所）で取得することができます。 

本籍が遠方の方はインターネットや電話でも取得可能です。 

 

3.登記されていないことの証明書（法務局） 

こちらの申請用紙に記入して法務局へ提出します。 

証明事項は「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」を選択。 

※住所は住民票の記載にあわせて下さい。 

 

4.許可申請書（警察署） 

5.履歴書（警察署） 

6.誓約書（警察署） 

7.使用承諾書（警察署） ※1 

8.賃貸契約書の写し  ※1 

9.URL を使用する権限があることを証明する資料のコピー ※2 

※1 営業する場所が賃貸の場合に必要 

※2 ホームページを用いて売買する場合に必要 

 

 ４～9 に関しては警察署で確認して下さい。 

 何度も行くのが手間だという方はホームページから 

 必要な書類を書いておくと良いでしょう。 

 ホームページ 

  

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001176586.pdf
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html#cmsryaku
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③書類が用意出来たら警察署の防犯係へ持っていく。 

この時、手数料 19000 円を支払います。 

不許可となっても返却されませんのでご注意ください。 

 

 問題がなければ 1，2 か月で連絡がきますので、 

 警察署へ許可証を受け取りにいけば完了です。 

  

④古物商プレートを用意する。 

 インターネットで売られている 2000 円前後のもので十分です。 

  

 これは提示義務がありますので、店舗を持っていなくても 

 必ず用意しておきましょう。 

  

⑤セラーセントラルで情報更新 

 セラーセントラルの設定から「許認可情報」を選択します。 

 

許可番号を入力して完了です。 

 

 

今まではこれで完了だったんですが、 

今回からは次章で説明する書類も必要となります！！ 
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第３章 やる事はたった 1 つで超簡単！！ 

今回の改正でやるべき事はたった一つです。 

それは、 

「主たる営業所等届出」の提出だけ！！！ 
 

要は書類 1 枚だせばオッケーだという事です。 

とても簡単ですよね 

 

書類はこちらからダウンロードできます。 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/s

hinsei_kobutsui.files/files13.docx 

 

【記載例はこちら】 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/s

hinsei_kobutsui.files/13r.pdf 

 

記載例を見ながら必要事項を書けば完了です。 

書類が欠けたら後は「警察署の防犯係」へ届けて下さい。 

 

 

注意点としては主たる営業所の所在地を管轄するところへ 

届け出ないとダメです。 

 

どこにあるか分からない場合はこちらから検索できます。 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/ichiran/in

dex.html 

  

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.files/files13.docx
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.files/files13.docx
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.files/13r.pdf
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.files/13r.pdf
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/ichiran/index.html
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/ichiran/index.html


古物営業法が改正されたって知ってましたか？！ 

持っている人も対象になる！！やる事はたった一つ！！ 

 
Copyright (C) 2019 ブラウニーAllRightsReserved                                            

- 9 - 

第４章 まとめ  

・主たる営業所って？      

営業の中心となる営業所のことをいいます。 

（法人登記上の「本店」や、企業組織上の「本店」等であっても、 

実態として「営業の中心となる営業所」でなければ、 

ここでいう主たる営業所に該当しません。） 

すでに許可を受けている古物商等が届出期限内に 

主たる営業所等の届出をせずに、改正法の全面施行日後に 

古物営業を行った場合は「無許可営業」となりますので注意してください。 

 

・対象者は？       

平成 30 年 10 月 24 日以前に許可を受けている 

古物商又は古物市場主及び下記提出期限の間に許可を受けた 

古物商又は古物市場主 

営業所が 1 つであっても届出が必要です。 

 

・届出期限は？       

2020 年 4 月 24 日までです！！ 

ただし、全面施行日と言ってこちらが早まる可能性もあるので、 

出来る限り早く提出しましょう。 

 

・届出時間は？       

平日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

 

・手数料は？       

手数料はかかりません。 

 

以上となります！！ 

分からない事は警察署へ問合せてしっかりと確認して下さい。 
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実際に警察署にあったチラシはこんなものです。 

 
 



古物営業法が改正されたって知ってましたか？！ 

持っている人も対象になる！！やる事はたった一つ！！ 

 
Copyright (C) 2019 ブラウニーAllRightsReserved                                            

- 11 - 

■おわりに■ 

 

 

 

以上になります。 

ためになりましたでしょうか？ 

 

 

 

メールマガジンや LINE@ 

他のレポートでもいろんな情報を掲載していますので、ぜひチェックしてください。 

 

また、疑問に思うことがあればなんでも相談してくださいね！ 

 

それでは、皆様。より良いせどりビジネスを一緒に作っていきましょう！ 

 

LINE@でも情報を流しています★ https://line.me/R/ti/p/%40ubn2848z 

 

  

https://line.me/R/ti/p/%40ubn2848z
https://line.me/R/ti/p/@ubn2848z
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■自己紹介■ 

◆ ハンドルネーム：ブラウニー 

◆ 座右の銘：塵も積もれば山となる 

◆ 自己紹介 URL：https://goo.gl/BP8Ug8 

◆ メールアドレス：sdr@dic-web.com 

◆ LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40ubn2848z 

（LINE@は連絡が取りやすいです！） 

2013年の 3月〜中古ゲームせどりメインで活動しています。  

中古ゲームせどり 4年間での利益額は 4,000万円程度になります。  

ブラウニーは過去に雑誌掲載も何度かいただきました！  

 

◆BIGtomorrow(ビッグトゥモロー) 2017年 04 月号増刊  

◆BIG tomorrow(ビッグトゥモロー) 2017年 02 月号  

◆BIG tomorrow(ビッグトゥモロー) 2016年 11 月号  

◆【完全ガイドシリーズ 167】 メルカリ完全ガイド  

◆【完全ガイドシリーズ 115】 副業完全ガイド 

 

高校の時に音楽演奏に興味を持ち、ドラムを始める。 

ある程度うまく事が進み、音楽の専門学校に進学。  

卒業後すぐにミュージシャンで食っていけるわけもなく、バンドやりなが

らサラリーマンをやる。 

たくさんのチャンスに恵まれましたが、バンド解散…。  

その解散のタイミングで思い切って脱サラをし、裏方の仕事もやりなが

ら、演奏も続ける。 

しかし音楽業界は安定のない仕事で、稼げる月もあれば、マイナスの月も

あり…。  

そのときに友人の勧めでせどりに出会う。 

ここから 4年以上中古ゲームせどりで稼ぎ続けている。 

この先必ず近い将来音楽業界でも成功を収めたいので、奮闘中！！！！  

 

https://goo.gl/BP8Ug8
mailto:sdr@dic-web.com
https://line.me/R/ti/p/%40ubn2848z
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■発行者情報■ 

◆ 発行責任者：ブラウニー 

◆ メールアドレス 

sdr@dic-web.com 

➢ このレポートへのご意見、ご感想をお聞かせください。 

◆ メインブログ：「音楽業界ブラウニーの副業ゲームせどり」 

http://dic-web.com/ 

➢ せどり情報も掲載していますし、日毎のせどり LIFEを書いています！ 

◆ メルマガ：「音楽業界ブラウニーの副業せどりメルマガ」 

➢ せどり情報を中心に発行していきます！中古ゲームの情報が多くなると思いま

す！  

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=IRnManIRnMoylT 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sdr@dic-web.com
http://dic-web.com/
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=IRnManIRnMoylT

