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はじめに
ゲームキューブのコントローラーは
国内販売でも、ebayで海外販売でも
儲かる鉄板の中古ゲーム周辺機器です。

このレポートを最後まで読んでいただければ、
そのゲームキューブコントローラーの知識は
バッチリ付きますので、この機会に知識をつけて
お小遣い稼ぎをしちゃいましょう。



ゲームキューブのコントローラーがなぜ人気なのか？

ゲームキューブのコントローラーは
ニンテンドーが新ハードを発売し続けても
ひたすら互換性があるコントローラーになります。

知らない人も多いですが、
Wiiはゲームキューブのソフトを読み込むことができ、
コントローラーも本体上部に差し込み口があるので、
ゲームキューブがなくてもWiiさえあれば遊べる。
ということでコントローラーの需要は尽きませんでした。



また、操作性も非常に良く、
WiiUになってからも、
ニンテンドースイッチになってからも、
接続タップを作って、これまで通り新ハードでも
ゲームキューブのコントローラーを
そのまま使用できるように工夫されています。

そのため、過去の貴重なカラーはもちろん。
基本カラーもいまだに人気を誇っています。



ここまで書くのか？って感じでもありますが、
Wiiではバーチャルコンソールという過去の
スーパーファミコンや、ファミコンをダウンロードして
遊べる機能がありました。（現在はサービス停止）

それらを遊ぶのも、通常のリモコンよりも
ゲームキューブコントローラーで遊ぶ方が遊びやすい。
ということで人気もあったようです。

スイッチにも過去のゲームを遊べるサービスがあるので、
今後も人気が継続していくのではないでしょうか？



軽い自己紹介

本編に入る前に、自己紹介を先に。。

中古ゲームせどり歴7年のブラウニーと申します。

中古ゲームせどりに特化した情報発信を
している人の中では、誰にも負けない！

と心がけてやっております。



中古ゲームせどりは、今回ご紹介させていただく、
ゲームキューブのコントローラーだけではなく、
非常に熱い商品が多いです。

このレポートでは、そのコントローラーについて学んでいた
だきますが、

もっと中古ゲームせどりについて知りたい！興味がある！

という方のために、
僕は中古ゲームせどりLINE講座を行なっています。



もし学んでみたい！！

という方は無料で受けられますので、

次のページの案内からご登録くださいませ。



無料中古ゲームせどりLINE講座開講中！

https://dic-web.com/2m8k

こちらから
ご登録ください。←

リンクも
貼っておきます。

←
では、次のページから本題にいきます。

https://dic-web.com/2m8k


1.基本カラーのもの

まずは基本カラーをご紹介します。
これらは、高値販売をできるものではないですが、

・比較的見つけやすい
・安価で手に入りやすい

すごく良い商品なので、
ご紹介させてもらいます。



バイオレット

これはド定番。
スイッチのグレーや
ネオンカラーに当たるような
元祖基本カラーとして
2001年9月に
初代ゲームキューブとして
販売されたものになります。

ザ・ゲームキューブカラーですね。
Keepa
https://keepa.com/#!prod
uct/5-B00005QDJR



バイオレット

ebayだと ヤフオクだと

定番とはいえ、Amazonではもちろんのこと、
どの販路でもサクッと売れてくれる商品です。

JPY1,689 1,580円

2,000円



オレンジ

2001年11月に
発売された
2種類目のカラーです。
これも長く人気な色ですね。

Keepa
https://keepa.com/#!product/5-
B00005RKXL



オレンジ

ebayだと ヤフオクだとJPY3,597 3,000円

バイオレットよりもオレンジが高め！

2,000円



ブラック
オレンジと一緒に
2番目に発売された
ゲームキューブ です。
1番最初に発売されそうな
カラーですけど、
意外でしたね。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-
B00005RKXK



ブラック

ebayだと ヤフオクだとJPY1,907 1,000円

ブラックは意外と安いですね。。

2,400円



バイオレット＆クリア
後から販売された特殊なカラー
と思われがちですが、
実はオレンジとブラックが発売される
タイミングで単品販売されたコントローラー
。
そのため、そこまでレア視はされていない。
クリアの部分が汚れが目立ちやすいので扱い
にくいといえば扱いにくいです。

Keepa
https://keepa.com/#!pr
oduct/5-B00005RKXM



バイオレット＆クリア

ebayだと ヤフオクだと

ヤフオクは微妙か。。
ebayは高いですね。

JPY3,589 300円

2,000円

700円



シルバー
こちらは2002年12月
3番目に発売されたカラーですね。
この色の難しいところは
これまで発売されたのとは違い、
「塗装された色」なので色ハゲなどが
目立つ商品になります。
なので、状態の良いものを見つけるのは
なかなか困難になります。
ただし、状態が悪くても
問題なく売れてくれます。

Keepa
https://keepa.com/#!pro
duct/5-B00007IRC1



シルバー

ebayだと ヤフオクだとJPY2,670 1,980円

バイオレットと同じくらいかな？

1,800円



2.基本カラー以外のもの

基本カラーは国内とebayの販売価格は
そこまで大きく変わりませんが、
評価が少なくても問題なく売れていく商品なので、
初心者がまず扱うのには、非常に適しています。

さらに今から紹介する基本カラー以外のものは
見つけにくい欠点がありますが、
見つけられれば高額で販売出来るので
要チェックです。



エメラルドブルー

こちらは単品販売された
エメラルドブルーです。

国内、海外ともに人気なカラーで、
基本カラーに比べて少し相場が高値で
取引されています。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-B00007IRC5



エメラルドブルー

ebayだと ヤフオクだと

ebayの方が高く売れそうですね。

JPY5,232 3,200円



ホワイト

冒頭でWiiでもゲームキューブは遊べる。
と書かせていただきましたが、
こちらは2008年に
Wiiの本体色に合わせて
発売されました。

ケーブルも白く、
現在も国内、海外共に需要が高い商品。

Keepa
https://keepa.com/#!pr
oduct/5-B0017KIBAI



ホワイト
ebayだと ヤフオクだと

こちらもebayの方が高く売れそうですね。

JPY5,871 2,900円



クリア

エンジョイプラスパック+という、
特別パックの本体にのみ付属している
大変貴重なコントローラーです。

Keepa
https://keepa.com/#!product/5-
B00HMQFUVO



エンジョイプラスパック＋

前のページで紹介させてもらった、
クリアのコントローラーが付属して
いる唯一のセットです。

ゲームボーイアドバンスも遊べる
ゲームボーイプレーヤーなども
付属しています。



クリア

ebayだと ヤフオクだと

ヤフオクでジャンク品でも高めで取引されてますね。

JPY6,757 3,700円

6,200円



スターライトゴールド
トイザらス限定で発売された、
ゴールドカラーのゲームキューブです。
本体もゴールドカラーです。

こちらもシルバーと同じく塗装なので、
色剥がれがおきてしまい、
状態が良いものを見つけるのが難しいです。
さらに困ったことに、シルバーが黄ばむと
これっぽく見えるので、注意が必要です。

Keepa
https://keepa.com
/#!product/5-
B0078JSS50



スターライトゴールド

ebayだと ヤフオクだと

ebayスティックが剥がれちゃってるものでも高いですね。

JPY6,757 6,500円



3.スマブラ系

スマブラ系でまとめていいのか不明ですが、

3種類あって、現在中古でも定価越えしているものなので、

スマブラ系とカテゴリーを作らせてもらいました。



スマブラブラック

スイッチのスマッシュブラザーズ
のモデルのコントローラーです。
不定期で再販はされるものの、
常に供給が足りてないですね。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-B07HC2F97Q



スマブラブラック

ebayだと ヤフオクだと

これならebayで売りたいですかね。

JPY5,436 3,980円

4,000円



スマブラホワイト for WiiU

Wii U 版の
スマブラモデルのホワイトです。

通常のホワイトが人気なのもあり、
こちらも爆発的な人気を
誇っています。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-B00O9GW8TC



スマブラホワイト for WiiU

ebayだと ヤフオクだと

5000円～10000円

ebayで売った方が良さそうですね。

JPY4,676 2,800円



スマブラブラック for WiiU
Wii U 版の
スマブラモデルのブラックです。

ホワイトほど人気ではないですが、
こちらも人気です。

Keepa
https://keepa.com/#!product/5-B00O9GW8VK



スマブラブラック for WiiU

ebayだと ヤフオクだと

うん。確実にebayで売りたいですね。

JPY3,915 1,700円



4.Wii，WiiU系

純正ではなくHORI社が作ったもの。
Wii、WiiUで使用可能なコントローラ。

端子も専用端子なので、WiiとWiiUでしか使用不可

個人的には需要なさすぎた
残念な失敗コントローラーだと思っています。



ピカチュウ
ポケモンだったら売れそう
ではありますけど、
かなり回転が悪いですね。。
やはりWii系でしか使えない
というのが
問題作用していそうです。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-
B00PGS4WDW



ピカチュウ

ebayだと ヤフオクだと

ん～。。ナシですね。

日本から
売れている
形跡なし

720円



マリオ

ん～。
やっぱりあの人気な
マリオであっても
微妙ですね。

Keepa
https://keepa.com/#!product/5-

B00OB5UOOW



マリオ

ebayだと ヤフオクだと

5000円～10000円

ダメだなこれは、、笑

新品価格

JPY1,215 860円



ルイージ

やっぱりWii系
コントローラーは
ダメだな。笑
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-B00OB5UO92



ルイージ

ebayだと ヤフオクだと

5000円～10000円

ebayで売れた履歴ありますが、需要はなさそう

新品価格

JPY5,436 1,750円



5.スイッチ系
ニンテンドースイッチ版の純正ではなく、
HORI社製コントローラです。
比較的新しいものなので、ほぼ定価か若干プレ値くらい。

端子は従来のゲームキューブのものではなく、
USB端子になっています。

勘の良い方はお気づきかもしれませんけど、
ゲームキューブの端子は多分
任天堂が特許取ってるんじゃないでしょうかね？



ゼルダ

Wii版で盛大に滑った
とは思えないほど
今回はよく売れています。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-
B07FC8GBR2



ゼルダ
ebayだと ヤフオクだと

しかしせどり的には現状は微妙ですね、、

JPY1,142 2,100円

2,200円



ピカチュウ

Wiiバージョンは
微妙でしたが、
これは良い感じですね。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-
B07FCJW9PX



ピカチュウ

ebayだと ヤフオクだと

5000円～10000円

こりゃダメっすね。。
安く見つけたらAmazonに行きましょう。

JPY1,903 300円…

1円…



マリオ

ニンテンドーの顔！
これも売れてはいますが、
せどり的には、、
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-
B07FC6V7D8



マリオ

ebayだと ヤフオクだと

これもアマゾンで売った方がいいですね。

JPY1,849 2,510円



ルイージ

マリオの弟！
売れ行きは、、微妙、、。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-
B07L9QJ8XH



ルイージ

ebayだと ヤフオクだと

ん～これは見つけても扱わないですかね。。

日本から
売れている
形跡なし

1,500円



6.激アツ系

非売品や限定品などかなり手に入りにくい商品。

コントローラだけではなく、
ゲーム機本体とセットで販売することで
さらに価値が上がる物が多く、
見つけた時はテンション上がります！

覚えておく価値あり！！！



マリオ（クラブニンテンドー限定）
ゲームキューブ版の
マリオカラー
ニンテンドーポイントを貯めて
交換する方法でしか入手できなかった、
非売品のレアなコントローラー

現在の相場では
なかなかAmazonでは厳しそう。
5,000円くらいが相場ですかね。

Keepa
https://keepa.com/#!s
earch/5-B01H3IN436



マリオ（クラブニンテンドー限定）

ebayだと ヤフオクだと

5000円～10000円

どこの販路でも5,000円前後なので、
ヤフオクで1円出品で出すのが回転早く、手っ取り早いですね。

新品価格

JPY6,633 5,250円

11,532円



ルイージ（クラブニンテンドー限定）

Keepa
https://keepa.com/#!pr
oduct/5-B07QD2FZDL

こういうの見ると、全然売れてないやん。
って思う方が多いと思いますが、
ずっと出品者がいないという理由もあるので
、
出してみないとわからないです。

これに関してちゃんと説明し出すと
ページ数がとんでもないことになるので
別の機会に。。



ルイージ（クラブニンテンドー限定）

ebayだと ヤフオクだと

これはebayで売るのが面白そうですね。

JPY8,789 5,070円

5,750円JPY12,152



ワリオ（クラブニンテンドー限定）

アマゾンでは
未登録商品のため、
ヤフオク、ebayなど、
別販路で販売します。



ワリオ（クラブニンテンドー限定）
ebayだと ヤフオクだと

レアものは箱アリなども高値ですね。。

JPY36,675

JPY18,446

29,041円

10,527円



クラブニンテンドーオリジナル

こちらもアマゾン未登録の
非売品レアコントローラー
同じくクラブニンテンドーポイントを
貯めて交換するしか入手する方法は
ありませんでした。



クラブニンテンドーオリジナル

ebayだと ヤフオクだと

超レア系はやっぱりebayで販売が良さそう
。

JPY17,090 JPY13,020



阪神タイガース 優勝記念モデル

本体、ユニフォーム付き
のものですが、
コントローラーにもロゴがあり、
レア。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-B0000AZRNK



阪神タイガース 優勝記念モデル

ebayだと ヤフオクだと

コントローラーだけでも高値で売れそう。

新品価格

JPY27,121

JPY 8,247

12,500円

5,800円



シャア専用

本体、フィギュア付き
こちらも限定生産品のため希少
これまたコントローラーも
ロゴの印字があり、
カラーも特別なのでレア。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-
B0000UH5HQ



シャア専用

ebayだと ヤフオクだと

コントローラーだけでもかなり高いですね。。

JPY35,265

JPY23,872

JPY42,999

19,600円



シンフォニックグリーンエディション

テイルズオブシンフォニアの限定版
こちらもコントローラも
限定カラーなので、非常にレア。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-B0000AKGN8



シンフォニックグリーンエディション

ebayだと ヤフオクだと

シャアの時も思いましたけどやはり需要は本体ではなく、
コントローラーにありますね。

JPY46,658

JPY25,499

26,501円

21,505円



パナソニック製ゲームキューブ「Q」

ロボ感があって、かっこいい。
コンポ風で通常の本体とは違い、
ディスクトレイになっているのも
特徴ですね。

こちらもコントローラーにロゴがあり、
色も限定なのでコントローラーも
レアですね。

Keepa
https://keepa.com/#!pr
oduct/5-B004OHRIVY



パナソニック製ゲームキューブ「Q」

ebayだと ヤフオクだと

これは本体もしっかり高い印象。

JPY 40,907

JPY 10,742

39,800円

6,750円



ファイナルファンタジーモデル

こちらは世界で150台しか
生産されていない
超激レアなゲーム機本体です。
ま～まず、仕入れはできないでしょう。
再現性0の情報です。笑
もちろんAmazonのカタログもありません。
コントローラーはただの白ではなく、
少しラメが入っています。



ファイナルファンタジーモデル

ebayだと ヤフオクだと

僕のリサーチ力の問題か、
売れた形跡なし。

限定150台というのもあって、
やはりかなりの高値取引されていますね。

220,000円



7.特殊系

かなりのイロモノ商品。

希少品が多いけど、そこまで売れているものは
ないので格安で仕入れが出来たらOK

見つけたら取り敢えず調べてましょう。



ウェーブバード シルバー

ウェーブバードという
・ワイヤレスコントローラ
・レシーバー（受信機）
とセットの商品です。
ゲームキューブで
唯一のワイヤレス商品ですね。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-
B00007IRC8



ウェーブバード シルバー

ebayだと ヤフオクだと

新品価格

レシーバーないのはやっぱりきついですね。

JPY 7,419

JPY 591

3,200円

1,980円



ウェーブバード クラブニンテンドー限定カラー

クラブニンテンドー限定で
かなり希少価値があります。

アマゾンは商品登録なし
売買実績自体が少ない



ウェーブバード クラブニンテンドー限定カラー

ebayだと ヤフオクだと

売買実績は少ないが、やはりレアなので高額で売れてますね
。

JPY22,042 16,001円



ウェーブバード シャア

これは僕も見たことないです。
相当激レアですね。。
レアすぎて売れた実績少なすぎます。笑
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-B082X68Z3Z



ウェーブバード シャア

ebayだと ヤフオクだと

とりあえず安くあれば買いでしょうね。。

売れた実績なし

29,000円



デジタルコントローラ

デジタルという品名だが
アナログのコントローラーで、
有線です。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-B00008KDFW



デジタルコントローラ

ebayだと ヤフオクだと

これもかなりレアな商品で高値取引されていますね。

JPY 16,237 11,900円

10,520円



アスキーキーボードコントローラ

ファンタシースターオンライン
というゲーム用に
開発されたコントローラ。
ハードオフのジャンクコーナーに
転がってることがありますね。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-B0000694RM



アスキーキーボードコントローラ

ebayだと ヤフオクだと

こんなの誰が使うんだ、、って思いますけど、
しっかり売れてますね。。

JPY 12,634

JPY 7,097

6,500円

5,200円



8.番外編

ゲームキューブではないですけど、
注目したい、おもしろい
64のコントローラーを
ついでにご紹介します。



ホリパッドミニコントローラー

通常の64のコントローラーを

ギュッと小さくして、操作性をアップした商品。

レアで人気もある商品ですね。

※ゲームキューブでは使えません。



ホリパッドミニ64 レッド

ギュッと小さくなった
感じですよね？笑

見た目が可愛いので、
人気なコントローラーです。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-B000031KAK



ホリパッドミニ64 レッド

ebayだと ヤフオクだと

これだとebayで売りたいですよね。

2,801円

2,922円

2,922円
JPY 4,935



ホリパッドミニ64 ブルー
レッド同様アマゾンでは
そこまで売れていないが、
そもそも流通してない
商品なので、
高値はキープしてますね。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-
B000031KAM



ホリパッドミニ64 ブルー

ebayだと ヤフオクだと

レッド同様出せば売れる感じで、
安定はしていそうですね。

JPY 4,935 3,680円



ホリパッドミニ64 グリーン

これも同じくですね。
Keepa

https://keepa.com/#!product/5-
B000031KAI



ホリパッドミニ64 グリーン

ebayだと ヤフオクだと

ゲームキューブもそうでしたけど
グリーンはやはり海外向けですね～！

JPY 6,978

JPY 5,375

2,900円

3,000円



ホリパッドミニ64 イエロー

Keepa
https://keepa.com/#!product/5-B000031KAG



ホリパッドミニ64 イエロー

ebayだと ヤフオクだと

うん。安定してはいます。

3,480円

4,000円

JPY6,446

JPY3,753



ホリパッドミニ64 ブラック

定番のブラックって
感じしますが、
64の基本カラーは
グレーなんですよね。
なんでグレーないんだろうな。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-B000031KAO



ホリパッドミニ64 ブラック

ebayだと ヤフオクだと

定番色といえど変わらず。 ebayの方が良さそう。

JPY7,312

JPY4,183

2,600円

3,150円



ホリパッドミニ64 ゴールド

グレーは作らないのに
ゴールドは
作ったんですね。
Keepa
https://keepa.com/#!product/5-
B010KAS90M



ホリパッドミニ64 ゴールド

ebayだと ヤフオクだと

ゴールドはレアだと思いきや、そうでもないですね。

2,300円JPY 4,409



ホリパッドミニ64 スケルトン系
種類がすごく多いので、
まとめさせていただきます！
他にはこんな色があります。

スケルトンカラー4色
①トロピカルレッド
②スウィートパープル
③スノーホワイト
④オーシャンブルー

①

④③

②



ホリパッドミニ64 スケルトン系

Keepa

①https://keepa.com/#!product/5-B0001RBKYM

②https://keepa.com/#!product/5-B0001RBKYW

③https://keepa.com/#!product/5-B0001RBKZ6

④https://keepa.com/#!product/5-B0001RBKYC

①

④③

②



ホリパッドミニ64 その他

ebayだと ヤフオクだと

スケルトン系はebayが良さそうです。

JPY 7,634

JPY 5,698

2,920円

3,000円



9.ちょっと小ネタ

こういった感じで、コントローラといっても、
ゲームキューブ、64だけに絞っても
こんなにたくさんあります。

ここまでの情報でコントローラーで十分稼げるのですが、
一応知っておこう。という小ネタを紹介させてもらいます。
結構裏面の記載を見て気にするバイヤーも中にはいるので、
ヤフオクやebayで販売する場合は
一応この部分の写真も掲載しましょう。



ちょっと小ネタ

こちらは初期型のコントローラで
す。
初期型以降のものは
画像の丸印のところに
「CE」マークがあります。
これは初期のものなので
かなり古いものになります。
ガタつきがあるものが多く、
少々敬遠されやすいです。

ここに何も印字
されていない。

↓



ちょっと小ネタ

こちらは中期型です。
コントローラの裏側に
「CE」と記載されています
。
通常の耐久性なので、
初期型よりは悪くはない
商品になります。



ちょっと小ネタ

こちらが後期型です。
コントローラの裏側に
「CE」の隣に小さく点が記載さ
れているものです。

性能、耐久性も高く、
非常に人気なコントローラー
になります。



ちょっと小ネタ

MADE IN CHINAと
記載されているものがほとんどですが、
JAPAN製のものが稀にあります。
（PSのSONYの商品もある）

JAPAN製のものが良いと言われていますが、
あまり高値で売れているというものは
確認できていません。
一応アピールポイントとして、
意識だけしておくと良いかもしれません。



10.ちょっと小ネタ2

ゲームキューブコントローラーを多く扱ってると、
動作不良品というものも出てきます。
その中でもカンタンに治せる可能性がある不良もあるの
で、
ここではそんなところをご紹介しておきます。

それは、、
「ボタンが勝手に動いてしまう」です。



これの原因としては、
コントローラーの通常の状態
（ニュートラルポジション）
が既にボタンを押されている状態になって
記憶されてしまった。ということが原因です。

じゃあどうすれば治る可能性があるの？
ということを紹介します。



ゲームキューブコントローラーの
ニュートラルポジションをリセットする方法

XとYを押し
ながら

STARTを3秒長押しする

※ゲームキューブ本体
に接続して、
電源をつけてから
行ってください。

これで治らなければ、
コントローラーを開封して掃除を、、
となりますが、そこは割愛させていただきます



おわりに

以上になります。参考になりましたか？

せどりはAmazon販売のイメージが現在は強いと思い
ますが、
中古ゲームに関してはヤフオクやフリマアプリでも需
要が高く、高値で売れてくれます。



初心者さんや、使える資金の少ない方は
ヤフオクなどから始めて、

ちゃんと資金が増えるイメージができてから

Amazon販売に挑戦する。
というのも良いかと思いますので

ぜひ参考にしてもらえたら幸いです。



ありがとうございました！



無料中古ゲームせどりLINE講座開講中！

https://dic-web.com/2m8k

こちらから
ご登録ください。←

リンクも
貼っておきます。
←

https://dic-web.com/2m8k


■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初心者からできる中古ゲームせどり」
http://dic-web.com/
→ せどり情報も掲載していますし、日々のせどりLIFEについて書いています！

◆ メルマガ：
「ブラウニーの初心者のための中古ゲームせどり講座」
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=aEvylTqwq
→ LINE講座と合わせて受講いただければより成長できるかと思います。
（内容が重複する場合があります。）

◆約10日間の中古ゲームせどりLINE講座
中古ゲームせどりスタートアップマニュアル配布中
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://dic-web.com/kouzarepo3
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