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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！ 

健一公式ＬＩＮＥ＠も随時募集中です！ 

 https://line.me/R/ti/p/%40kbu0481g 

 

https://line.me/R/ti/p/%40kbu0481g
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なぜ高利益率の商品が見つからないのか？  

 

店舗せどりにしても電脳せどりにしても、一生懸命探し

ても利益が出る商品が全然見つからない…そんな人が多い

かと思います。 

では、なぜ利益が出る商品が見つからないのか？ライバ

ルがあっと言う間に買い占めてしまうからです！ 

せどり人口はかなりのもので、相当な人数がリサーチし

ているため、ネットでも店舗でも、高利益率の商品が売り

に出されれば、短時間で売り切れてしまいます。 

せどり上級者ともなると、情報量も経験値も判断力もす

さまじく、スピードで初心者が対抗するのは困難です。 
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超スピードの上級者に負けないためには？  

 

高利益率の商品を、上級者のスピードに負けずに初心者

が手に入れることは困難です。ならばどうするか？？ 

 

利益が出ない商品を、出る商品に変えてしまう！ 

 

例えば利益率が０％の商品があります。こんな物を仕入

れる人は居ません。つまり、売れずに残っているのです。 

でもあなたに、この利益率０％を、３０％に増やす力が

あればどうなるか？？ライバルが仕入れないでお店に余っ

てる商品を、余裕で仕入れる事が出来る訳ですね。 
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利益率０ ％商品を、３ ０ ％にアップさせる方法 

例えばイオンを例に取ってみましょう。 

イオンは、イオンカード（クレジットカード）を持っている人

に、家電などが５～１０％OFF になる割引券を配っています。 

（WEB 明細利用者はネットで DL できます） 

 

自分で好きな日を１日だけ指定すると、その日だけは何回買って

も５～１０％割引になります。 
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イオンの場合はさらに割引！  

 

イオンには株主優待制度があり、購入した金額の３～

７％が半年に一度、現金で戻って来ます。 

 

僕の場合、妻の父が株を持っていて、家族カードを使わせてもら

っています。還元率は５％です。 

先ほどの割引券と合わせ、１０％前後利益がアップしま

したね。 
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あらゆるお店で、利益率を２ ０ ％アップさせる裏技 

 

今まで説明した方法は、イオンでしか使えず、イオンカ

ードやイオンの株を持たないといけませんでした。 

それは少々ハードルが高いですね。 

 

なので、もっと色々なお店での仕入れの利益率が、一気

に２０％アップする方法を紹介します。 

もしイオンカードやイオンの株を持っている人ならば、

なんと合計で３０％以上アップさせることが出来ます。 
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クレジットカードのレシート金額の、 

２ ０ ％を還元してくれるサービスを使う。 

 

クレジットカードのレシートや領収書は、普通は捨てて

しまいますが、実は売れるのです。 

 

レシートには、いつ、どこで、何を、いくら買ったのか

と言う、あらゆるマーケティング情報が載っています。 

このマーケティング情報、いわゆるビッグデータを集め

て世界中の企業に提供し、莫大な利益を上げているのが

「トレモア」と言う会社です。 
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トレモアを利用し、利益０ ％商品を大幅利益アップ 

 

トレモアは、イオン以外でも自分の指定した店舗で、仕

入れ額の２０％キャッシュバックを受取る事ができます。 

実質２０％割引で商品が買えるので、他のセドラーが見

たら全く利益が取れない商品も、悠々仕入れられます。 

 

※トレモアについては、僕のブログで詳しく紹介してい

ます。 http://garnetz.space/20kangen/ 

 

僕はイオンで、トレモア、イオンカード、株主優待カー

ドの組み合わせにより、超薄利商品を３０％の高利益商品

に変えて、簡単に仕入れています。 

 

http://garnetz.space/20kangen/
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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。 

利益の取れる商品が見つからないのは、多くのセドラーが抱えて

いる悩みですが、ならば、利益の取れない商品を、利益の取れる商

品に変えてしまうと言う方法です。 

利益率０％の商品でもいいのであれば、リサーチも短時間で色々

な商品が見つかりますし、高ランキング商品も多く見つかります。

ぜひ挑戦してみて下さい。 

 

■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/prof/
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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毎日ブログ配信します。 

 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/ 

 健一公式ＬＩＮＥ＠へのご登録はこちら 

 https://line.me/R/ti/p/%40kbu0481g 

mailto:gynfo7472927612@garnetz.space
http://garnetz.space/
https://brutality-ex.jp/fx38432/rCJpkV
https://twelfth-ex.com/dm/38432/2/
https://line.me/R/ti/p/%40kbu0481g
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これからもよろしくお願い

します！ 

 


