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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。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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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ご覧いただ

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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Keepaとは？ 

「Keepa (Amazon Price Tracker)」とは、Google Chrome の拡張

機能です。この Keepa を使う事によって、「Amazon 刈り取り」を

しているセドラーは多いと思います。 

 

Amazon の刈り取りとは？ 

Amazon で買った商品を Amazon で販売して利益を出す手法の事

を、「刈り取り」と呼びます。Keepa を導入する事により、

Amazon の価格が設定した値を下回るとメール、ツイッターなどで

通知されます。 

価格が安い時に購入し、値上がりするまで待ってから売る。また

は、一人だけ相場より遥かに安い出品者を見つけたら、刈り取りし

て適正価格に値上げして売る。などの手法により利益が出せます。 

 

※このレポートでは価格通知機能に関しては紹介しておりません。 
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出品者の在庫数を一覧で表示させる。 

 

Keepa を使うと、出品者一覧の画面に、出品者がいくつ在庫を持

っているか、在庫数を常に表示させる事が出来ます。 

出品しているショップ数（出品者数）は Amazon の商品ページで

すぐ見えますが、在庫数はカートに入れてみないと分かりません。 

 

出品者数より、在庫数が大事。 

 

出品者の数から、ライバルの数を判断をしている方もいると思い

ますが、十分ではありません。在庫数の方が大事なのです。 

なぜなら、出品者が１０人であっても、全員が１０個ずつ在庫を

持っていれば、トータル１００個になりますが、出品者が２０人で

あっても、全員１個しか在庫を持っていなければ、トータルは２０

個でしかありません。 
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特に小さい商品や安い商品は注意。 

 

小さくて扱いやすい商品、大量に仕入れやすい安い商品は、一人

で大量に在庫を抱えている人が多い傾向にあります。このような商

品の場合、出品者数が少ないように見えて、在庫数が極端に多い事

があります。 

 

逆に大型商品は、一人で大量の在庫を抱えているのは、ビックカ

メラなどの超大手がほとんどで、一般のセドラーであれば１個、２

個など、在庫数が少なく、出品者がとても多く見えても、実はトー

タルの在庫数が少なく、売りやすいケースもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



こんな便利な機能があった！Amazon Price Tracker（Keepa）は、価格を通知してくれるだ

けじゃない！是非とも設定したい２つの機能。 

 

Copyright (C) 2016 セドラー☆健一. All Rights Reserved. 

- 8 - 

実際に設定してみましょう。 

 

何でもいいので Amazon の商品ページを開きます。Keepa のグラ

フが表示されたら、「設定」のタブをクリックして下さい。以下の

画面が表示されます。 
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アドオンの設定 

 

次に、以下赤枠で囲った「アドオンの設定」に注目して下さい。 
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設定の仕方 

 

 

 

上記赤枠内の項目を「はい」にすると、出品者一覧を開いた時

に、その出品者が在庫を何個持っているかが表示されます。 
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表示されないケース 

 

理由はハッキリとは分かりませんが、在庫数が表示されないケー

スもあります。在庫が大量にある場合、個数制限が設けられている

場合などです。それ以外にもなぜか表示されない場合があります。 

 

表示されない時に在庫数を調べる方法 

 

ショッピングカートの編集で、「数量」に「９９９」をコピー＆

ペーストで入力すると、在庫がいくつあるのか分かります。ただ

し、出品者が個数制限をかけている場合は分かりません。 
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価格変動グラフを簡単に表示させる。 

 

Keepa はモノレートと同じように、価格やランキング、出品者数

の変動をグラフにして表示させる事が出来ます。 

 

しかし、電脳リサーチをする際に、Amazon の検索結果一覧か

ら、いちいち商品ページを開いてグラフを表示させえるのは面倒で

す。 

 

検索結果一覧から、グラフを表示させる方法を紹介します。 
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実際に設定してみましょう。 

 

 

 

先ほど紹介したアドオンの設定の画面を開き、上図の赤枠で囲っ

た部分に注目して下さい。 

 

「Amazonの商品の上にマウスを置いた時、価格の履歴グラフを

表示する」を「はい」にすると、Amazon商品へのリンクに、マウ

スのカーソルを当てただけで、グラフが表示されます。 

 

Amazonで複数の商品をリサーチする時、いちいち全てのページ

を開く必要がないため、作業効率がアップします。 
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実際の表示画面 

 

 

 

上記のように、グラフを表示させたい商品に、マウスカーソルを

当てるだけです。クリックする必要もありません。 

 

小さくて若干見づらいですが、売れ行きがいいかどうか、価格の

変動はあるのか、Amazonが販売中なのか、などが一目で分かり大

変便利です。 
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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。 

Keepa は沢山のセドラーが使っている、大変便利な拡張機能で

す。しかし、十分に活用できてないセドラーが多い事も言えます。 

通知機能はもちろんですが、それ以外の機能も大いに利用し、電

脳リサーチに役立てて下さい。 

 

■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@garnetz.space 

 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：https://brutality-ex.jp/fx38432/rCJpkV 

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

 メルマガではレポートやブログでは書けないような最新情

報・有料級の情報を書いていますので、上記登録フォーム

より、普段お使いのメールアドレスを登録して下さい。 

mailto:gynfo7472927612@garnetz.space
http://garnetz.space/
https://brutality-ex.jp/fx38432/rCJpkV
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！ 

 


