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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 
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■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セドラー☆健一に属します。 

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。  
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■はじめに■ 

この度は僕の無料レポートをダウンロードして

頂き、ありがとうございます！ 

この無料レポートを作成しました、健一と申し

ます。 

 

～自己紹介～ 

初めまして！千葉県在住の健一と申します。僕は元々平凡なサラリーマンだ

ったのですが、せどりとの出会いで人生が大きく変わりました。 

本業と並行しながらせどりの作業を日々続けた結果、１年後には月商３５０

万円を売り上げ、今ではせどりの会社を設立し、脱サラを果たしております。 

せどりは諦めずに続けて行けば、必ず成功が待っています。そのために、こ

の無料レポートが、あなたのお役に立てる事を願っています！ 

いよいよ次のページから始まります！ 
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第１章 価格競争勃発！あなたも経験ありますか？ 

せどりをやっていれば、誰しも経験した事あると思います。そうです、価格

競争です。買った時は儲かると思ったのに、いざ出品してみると、出品者激増

により価格の大幅な下落が起きてしまった！ 

(1) 店舗せどりで発見した、お宝商品！？ 

家電量販店で以下の商品を発見！ 

 

これが 12000 円でたくさん置いてあったんです！ 

ランキング 56 位、Amazon 価格 22000 円、出品者たった 10 人。 

めっちゃ仕入れたくなりますよね～ 
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(2) 大儲けのはずが、まさかの展開に！？ 

ライバルも少なく、回転もめちゃめちゃ良く、儲けもでかい。ついつい沢山

買ってしまいそうですが、この後とんでもない事が起きたんです。 

 

何じゃこりゃ～！！ 

価格が 22000円から一気に 10602円に！ 

出品者が 10人から何と 180人に！ 
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第２章 その失敗、防げたかもしれません。 

(1) モノレートユーザーとは？ 

仕入れる前に見て欲しかったところが、モノレートの「ユーザー数」です。

ランキング、価格、出品者数をチェックするのは当たり前ですが、この「ユー

ザー数」を見ていない方が多いんです。 

ランキングのグラフの下にある、 

「モノレートユーザー」のグラフを見て下さい！ 

 

モノレートユーザー数は、今見ているページを、他の人がどのぐら

い見ているか、その人数なんです。 

上のグラフを見ると分かるように、今回のヘッドホンのモノレート

ユーザー数が急に増えた直後に、価格の下落、出品者の増加が起きて

います。 
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(2) モノレートユーザー数から分かる事 

モノレートを調べる人と言ったら誰ですか？そうです、ほぼ全員セドラーだ

と思われます。つまり、この数が一気に増えたと言う事は、次のような事が考

えられます。 

 どこかの大手量販店が、同じ商品を日本中で一斉に大幅値引きした。 

 今まで品薄だった物が、大量に追加生産され、各地で出回った。 

 

(3) このような価格競争に巻き込まれないためには 

モノレートユーザー数もチェックするようにして下さい。もしユーザー数が

上昇傾向にあれば、全国でセドラーが動き始めている可能性が高いです。 

あとは、ヨドバシやビックカメラなどの大手量販店でも安売りしていないか、

もしくは、メーカーが再販を開始した、などの情報が無いかチェックすれば、

価格の下落を予想できます。 

ただ、価格競争が始まる前に、スピード勝負で売り切ると言うのも一つの手

です。例えば、FBA を使わず自己発送にする事で、FBA 出品者よりも早く出品

し、価格が下落する前に売ってしまってもいいでしょう。 

（今回紹介したヘッドホンは人気が非常に高いため、待っていれば将来価格

がまた上がる可能性もあります。しかし、Amazon がどんどん在庫を出してる

ので、相当な数が出回ってると思われます。価格が再び上昇するのはかなり先

になるかもしれません。） 
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■おわりに■ 

ここまでご覧いただきありがとうございます。 

せどりで稼ぐためには情報がとにかく大事です。出来る限り多くの情報を集

めた方が確実に儲かります。 

モノレートは非常に便利なサイトですが、それだけの情報では足りない場合

もあると言う事です。 

しかし、失敗を恐れてばかりでは何も学べません。迷ったら１個だけでも買

ってみるといいでしょう。失敗を経験すれば、色々学べる事が出来ます。１個

ならそんなに損失は大きくないので、授業料だと思って下さいね（笑） 

 

■自己紹介■ 

 

 ハンドルネーム：健一 

 

 座右の銘：楽はしない、偉ぶらない、誰のせいにもしない 

 

 自己紹介 URL：http://garnetz.space/ 

 

 

http://garnetz.space/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB/
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■発行者情報■ 

 

 発行責任者：健一 

 

 メールアドレス：gynfo7472927612@gmail.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：「『せどり』を始めて１年で起業！脱サラ！独

立までの歩みと自由な日々」 

ブログトップページ：http://garnetz.space/ 

 健一がせどりの日々をブログ配信し、皆さんがもっと儲けられるよう

にアドバイスします。 

 

 メルマガ：「健一流せどり術！初心者から始めて副業で月１０

万円！」 

メルマガ登録フォーム：https://twelfth-ex.com/rg/38432/2/ 

メルマガ解除フォーム：https://twelfth-ex.com/dm/38432/2/ 

 健一がせどりの様々な情報をメルマガで配信し、皆さんがもっと儲け

られるようにアドバイスします。 

 

 

mailto:gynfo7472927612@gmail.com
http://garnetz.space/
https://twelfth-ex.com/rg/38432/2/
https://twelfth-ex.com/dm/38432/2/
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これからもよろしくお願い

します！ 

 


