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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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電脳セドラーの必需品、価格.comとは！？ 

 

価格.com、通称カカクコムは、電脳セドラーなら絶対に抑えてお

きたいツールの一つです！ 

 

目的の商品が、現在どこのネットショップで一番安く売られてい

るかを調べる事が出来ます。 

 

そして一番重要な機能は、商品をお気に入り登録し、価格を設定

しておけば、どこかのネットショップでその価格以下になった時

に、メールですぐに通知してくれます！ 

 

つまり、あなたに代わって、２４時間、常に商品の価格

をリサーチしてくれるのです！ 
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これがカカクコムのトップページです。 

http://kakaku.com/ 

 

 

 

http://kakaku.com/
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カカクコムにユーザー登録する 

 

価格通知機能を使うためには、カカクコムにユーザー登録をしな

ければなりません。 

 

ユーザー登録および、価格通知機能の設定機能を、図解で解説し

ていきます。このマニュアル通りに進めるだけで、すぐにでも無料

でカカクコムを利用する事が出来るようになります！ 

 

まだカカクコムを使ったことがないと言う電脳セドラーの方、こ

れからせどりを始めようと思っている初心者の方、是非カカクコム

へ登録してみて下さい！ 
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実際にユーザー登録してみましょう 

 

 

赤丸で囲った「新規 ID 登録」を押します。 
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赤枠で囲った部分に、必要事項を入力します。 
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メールアドレスを入力後、パスワードを自分で自由に決めて入力

します。ただし、8～12 文字以内の英数字でなければなりません。

英語か数字かどちらかでも OK です。 

パスワードは確認のため、２か所同じ物を入力します。 
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生年月日はパスワードを忘れた時の再発行時に必要となります。

間違いのないようご注意ください。 
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緑色のチェックマークが全てついていれば入力に問題はありませ

ん。その下にある「確認画面に進む」を押してください。 
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入力を忘れていたり、入力をミスしたりしていると、上図のよう

に問題のある個所が赤くなります。再度確認して入力して下さい。 
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入力内容に問題がないかを確認したら、赤枠で囲んだ認証画面を

見て下さい。画像に小さく見える数字（または英字）を、画像の下

の枠に入力して下さい。 

これは人間が意思を持って登録しようとしているのを確認するた

めで、ロボットやコンピューターウイルスによる無断登録を防ぐ意

味があります。 
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認証画面に入力をしたら、「登録用メールを送信する」を押しま

す。 
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登録確認のメールが、入力したメールアドレス宛に送信されま

す。 

メールが届いているか確認してください。もし届かない場合は、

数分待つか、迷惑メールフォルダに自動で分類されていないか確認

します。 
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上記のようなメールが届きます。 

「登録用 URL」と書かれているすぐ下にある URL を押します。 
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ニックネームは自分で自由に決めて入力します。 

ただし、既に登録されているニックネームは使えないので、少し

複雑な物がいいでしょう。 
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上図のように、「使用できます」と表示されれば OK です。 

表示されない場合は、他のニックネームを入力して下さい。 
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「ニックネームを登録する」を押します。 
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この画面が出ればユーザー登録が完了しています。 

 

「My ページへ」を押してください。 
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価格通知機能を登録する 

 

 

上記画面が表示されましたら、左上にある「ホーム」を押してく

ださい。または、左上の「価格.com」のロゴでもいいです。 
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ジャンル一覧が表示されます。 

今回は「パソコン」のジャンルから商品を登録してみます。 

 

※ジャンル、カテゴリによっては、価格通知機能が使えない物も

あります。 
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ジャンルを選ぶと、さらに細かいカテゴリが左に表示されます。

今回は「グラフィックボード」から登録してみます。 
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赤枠で囲った「全製品」を押します。 
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上記のようなランキングが表示されれば、そこから商品を選ん

で、価格通知機能を設定する事が出来ます。 

 

また、左にはさらに細かく分類できるフィルター機能が備えられ

ています。 
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もしランキングが表示されず、上記のような画面が出た場合は、

そのジャンルは価格設定機能を使えないジャンルです。 
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ランキングの中から、登録したい商品を押します。 
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すると、商品の詳細が表示され、下の方には、その商品がどこの

ネットショップで売られているかが、安い順に表示されます。この

場合 PC ワンズと言うお店が、最安値です。 



儲かる商品を自動で簡単リサーチ！設定したら後はただ待つだけの、電脳セドラーの必需品は

これです！初心者でも無料ですぐ始められる、図解☆価格コムの使い方『完全版』 

 

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

- 30 - 

 

 

商品の詳細の右の方にある「お気に入り登録」を押して、価格通

知機能を設定します。 

 

隣に書いてある人数は、その商品をお気に入り登録している人の

人数を表します。つまり、人数が多ければ人気は高いが、せどりと

してはライバルが多い事を意味し、人数が少なければ、人気が低く

売れにくい商品だと、おおよそ検討が付きます。 
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「お気に入り登録」を押すと、上図のような表示になるので、

「登録する」を押してください。 

 

 



儲かる商品を自動で簡単リサーチ！設定したら後はただ待つだけの、電脳セドラーの必需品は

これです！初心者でも無料ですぐ始められる、図解☆価格コムの使い方『完全版』 

 

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

- 32 - 

 

次に「値下がりお知らせ」のところに、価格がいくら以下になっ

た時に通知されるかを入力します。 

 

例えば、Amazon で 15000 円が相場の商品であれば、「10000

円以下」に設定すれば、通知が来た時に 3000 円程度の利益が出せ

る事になります。 
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「通知先」は、メールの方を選びます。これなら、価格が下がっ

た時にメールですぐに通知してくれます。 

 

「My ページ」を選んでしまうと、カカクコムのサイトにログイ

ンしないと、通知が見られません。 
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上図のように「更新しました」を表示されれば、設定完了です。 

ただし、設定した価格以下になりメールで１回でも通知される

と、再度入力をしない限り、もう通知が来ません。 
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「最安変動のお知らせ」は、最安値が設定した価格以上変動する

と通知が来ます。つまり、急激に値下がりした場合、通知が来る事

になりますが、逆に値上がりした場合も通知が来てしまいます。 

 

しかし、この機能は、「値下がりお知らせ」と違って、価格が変

動するたびに何度でも通知が来るので、再設定の手間が省けます。 
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なお、現在どこのお店も出品していない商品の場合は、以下のよ

うな表示になります。 

 

「価格掲載のお知らせ」と言う項目があり、こちらを設定してお

くと、どこかのお店がその商品を出品した時、金額に関わらず通知

が来るようになります。 

 

 



儲かる商品を自動で簡単リサーチ！設定したら後はただ待つだけの、電脳セドラーの必需品は

これです！初心者でも無料ですぐ始められる、図解☆価格コムの使い方『完全版』 

 

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

- 37 - 

実際の通知を見てみましょう 

 

 

上記はメールにて通知が来た物です。 

このように、商品の型番、値段などがメールに記載されていて、

「今すぐ確認する」を選ぶと、カカクコムのサイトに直接飛ぶこと

が出来ます。 

なお、画像のない、テキストメールで受け取る事も可能です。 
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直接商品のページにリンクします。 
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ランキングを見ると、どこのお店が最安値かを確認できます。こ

の場合、eightloop と言うお店が 30000 円で最安値だと分かりま

す。 

 

右の方にある「売り場へ行く」を押すと、そのサイトに直接飛ぶ

ことが出来ます。「問い合わせる」と言う表示になっている場合も

ありますが、意味は同じです。 
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eightloop のサイトに飛びました。カカクコムのサイトに記載さ

れている通り、30000 円で販売されています。 

まれに、カカクコムの金額が間違っていて、ネットショップのサ

イトに飛ぶと価格が変わる事があるので注意です。 

また、極端に安い価格だと、あっという間に売り切れる場合もあ

りますので、通知を受け取ったら早急に見る事が大事です。 



儲かる商品を自動で簡単リサーチ！設定したら後はただ待つだけの、電脳セドラーの必需品は

これです！初心者でも無料ですぐ始められる、図解☆価格コムの使い方『完全版』 

 

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

- 41 - 

 

 

商品を購入する前に、モノレートで確認して、本当に利益が出る

かどうかを確認します。 

 

また、Amazon での現在価格も見る事をおすすめします。なぜな

ら、価格通知機能を設定した時から時間が経っていると、Amazon

の相場が変動している可能性があるからです。 
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今回の場合、モノレートで確認したところ、30000 円で仕入れる

と利益が少ないと分かりました。もっと下がれば買えそうです。 

こう言う時は、カカクコムのサイトに戻って、希望する利益が出

せる金額に設定し直します。なお、一度通知が来ると、「通知先」

のチェックマークが外れ、通知が来なくなります。価格を再入力し

たら、必ずもう一度「メール」にチェックを入れてください。 
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その他の便利な機能 

 

 

トップページから、上図の赤枠で囲った「My ページ」を押すこ

とにより、今まで登録した商品の一覧を見る事が出来ます。 
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上図の矢印で示した「お気に入り」の「製品」を押します。 
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このように、登録した商品が一覧で表示されます。 
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価格推移グラフを見る 

 

 

商品の詳細ページには、「価格推移グラフを見る」と言う項目が

あります。 

 

ネットショップの価格の推移になりますので、Amazon の価格だ

けを表示するモノレートとは、かなり違ったグラフになります。 
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このように、過去の価格の変動をグラフで見る事が出来き、色々

な事が読み取れます。 

例えば、10 月 1 日に急に価格が下がっていれば、その日にどこか

のネットショップが大幅値下げした事と言う事が分かりますし、そ

の時の値段も分かります。 
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ランキングから儲かる商品をリサーチ 

 

 

トップページからスクロールして行き、右側を見ると、「人気売

れ筋ランキング」があります。 
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上記ランキングが表示されたら、下の方へスクロールし、左側を

見て下さい。 
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「大幅値下げランキング」と言うのがあります。 

見つけにくいところにありますが重要です。 

http://kakaku.com/pricedown/ 

 

 

http://kakaku.com/pricedown/
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このランキングは、最近値段が急激に下がった商品が表示されま

す。 

大きく値段が下がったと言う事は、Amazon で利益が出る商品で

ある可能性が高いので、このランキングを見て、商品をリサーチす

ると効率よく利益の出せる商品を見つけられるかもしれません。 
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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。 

カカクコムは１アカウントにつき、１０００件まで価格通知機能

を設定出来ます。たくさん設定すればする程、通知が来る確率が高

くなるので、ぜひ１０００件目指して登録してみて下さい。 

なお、カカクコムは一人で複数アカウントを持つのは原則禁止な

ので、１０００件以上登録する場合はご注意ください。 

 

■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！ 

 


