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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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メルマガのセール情報って儲からないの！？ 

 

ネットショップで電脳仕入れをしている方であれば、あらゆるネ

ットショップのメルマガを登録し、セール情報を集めて仕入れに行

ったと言う事があるでしょう。 

 

しかし、メルマガでセール情報が入って見に行っても、全然儲か

る商品が無い！なんて事はしょっちゅうあります。 
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ショップが本気でやるセールと、そうでないセール 

 

実は同じセールと言っても、かなり安い商品が沢山ある、ショッ

プが本気で値下げしてくるセールと、大して値下げしていない割に

は、さも大安売りのようにメルマガで宣伝してくるセールがありま

す。 

 

メルマガは簡単に配信できますから、あまり力の入ったセールで

なくても、セールがあるとメルマガ配信すれば、それなりにお客さ

んが集まり、売れやすくなるのです。 
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セール情報に惑わされ、やる気を失う 

 

ネットショップは当然利益を出すのが目的ですから、いくらセー

ルと言っても、Amazon で価格差が出て儲かるほどの価格で商品を

出してくる事はかなり少なく、大きな利益の出るセールを見つける

のは困難です。 

 

初心者のセドラーだと、メルマガを一生懸命チェックし、セール

情報を見つけ、そのネットショップを全頭する勢いで調べまくるか

もしれません。 

 

しかし、儲かる商品が見つからず、次の日も、その次の日も、メ

ルマガのセール情報で儲からないと、「セール情報なんて当てにな

らない！」と、やる気が無くなってしまいます。 
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本当に安いセール情報を見つける 

 

本当に安いセール情報を見つけるために有効な手段は、価格ドッ

トコムを使う方法です。 

http://kakaku.com/ 

 

価格ドットコムは、電脳せどりをしているセドラーなら、使った

ことがある人が多いと思いますが、これはあらゆるネットショップ

の価格を常に監視し、設定した価格以下になるとメールで通知して

くれるサービスです。 

 

例えば、Amazon で相場１万円の商品が、５千円になったと言う

通知が来た場合、その５千円で出品しているお店の他の商品も、大

きな利益が取れる可能性があります。つまり、本気のセールを行っ

ている可能性があるのです。 
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値下がり通知から横展開をしてリサーチ 

 

先日僕のところに来たメールですが、ムラウチドットコムと言う

お店が、オリンパスのデジカメを 13980 円で販売している情報で

した。Amazon での相場は 2 万円以上です。 

 

 

 

利益が取れる商品であれば、そのネットショップの他の商品も調

べます。これはデジカメなので、デジカメのセールをしているのか

と思い、他のデジカメもリサーチしたところ、5000 円ほどの利益

が出る物がさらに見つかりました。 
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セール情報まで分かる 

 

もう一度メールを見てみましょう。以下の赤枠で囲った部分に注

目して下さい。 

 

 

 

このように、ショップで日替わりセールが１２時から開始される

と言う、未来の情報まで分かってしまうのです。実際にショップを

見てみると、リニューアルオープンのため、毎日日替わりで特価セ

ールを行っているとの事です。 
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値下がり通知が同じ店から複数来たらチャンス！ 

 

価格コムからの値下がりの通知が１通だけだった場合、その商品

がたまたま安かっただけであって、セールもしてなかったり、他の

商品は全然儲からないと言う事もあります。 

 

しかし、もしも同じお店から値下がりの通知が同時期に複数送ら

れて来た場合、大規模なセールを行っている可能性が高いです。す

ぐに見に行って、商品をリサーチしまくる事をお勧めします。 
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価格コムには出来るだけ多く登録する 

 

価格コムは１アカウント当り、1000 件まで商品を登録する事が

出来ます。つまり、1000 と言う膨大な数の商品の価格を常に見張っ

てくれている訳です。 

 

出来るだけ多くの商品を登録することで、値下がりを教えてくれ

る通知が来る頻度を高める事が出来ます。 

 

狙いは、そこそこ人気のある商品で、古すぎない商品です。人気

がとても高い商品は、セドラーだけでなく、一般客もライバルにな

り、なかなか買えません。また、古すぎる商品は、新品で市場に出

る事があまりなく、通知が来づらいです。 
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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。 

セール情報には良い物と悪い物があり、ほとんどが儲からない情

報です。いかにして、良い情報を掴むかと言うのは、利益に直結し

ます。 

価格コムを出来るだけたくさん登録し、通知が来たら必ず横展開

のリサーチをしてみて下さい。 

 

■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！ 

 


