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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ゆうに属します。  
 
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、⺠事・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。 
 
 
【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 をダウンロードしてください。（無料） 
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 
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■ 自己紹介 

 

 
 

はじめまして。ゆうと申します。 

 

この度は私のレポートをダウンロードしていただきまして、 

誠にありがとうございます。 

 

詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。 

http://banco-affili.com/profile/ 
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店舗・電脳に関わらず、幅広く仕入れを⾏っています。 

新品・中古どちらも取り扱っています。 

 

「せどり・転売」だけではなく、 

アフィリエイトや情報発信など、幅広いジャンルを展開しています。 

 

このレポートでは、 

他の出品者の知識や思考を学びながら、 

⾃分の仕入れジャンルを構築していく方法をお伝えしています。 

 

仕入れる商品・ジャンルで悩んでいる方は、 

ぜひ参考にしてください。 
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■ オマージュ転売とは 

 

「オマージュ」という⾔葉にどのようなイメージを持っていますか︖ 

 

「パクリ」や「盗作」といったイメージを持つ人も多いと思いますが、 

辞書では「尊敬」や「敬意」と表記されています。 

 

「Wikipedia」では、 

芸術や文学において、尊敬する作家や作品に影響を受けて、似たような作品を創作する事を指す

⽤語である。 しばしば「リスペクト」（尊敬、敬意）と同義に⽤いられる。 

と表記されています。 

 

この「似たような作品を創作する」という⾔葉がポイントです。 

 

せどり・転売に置き換えると、 

「似たような商品を仕入れする」というような考え方をすることができます。 
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■ 類似商品を仕入れする方法とは 

 

類似商品を仕入れする方法ですが、 

それは、「セラーリサーチ」を⾏うことで可能になります。 

 

セラーリサーチとは、アマゾンで出品している出品者の商品リストを確認し、 

その商品の中からリサーチをしていくという⼿法です。 

 

せどり・転売を⾏っていると、徐々に得意なジャンルができてきます。 

そして、その得意ジャンルに特化していきます。 

 

これは非常に重要なことですが、 

なかなか他のジャンルに参入することができません。 

 

1 つのジャンルでも圧倒的に収益が上がるのであれば問題ないですが、 

そのジャンルが頭打ちになっている場合、セラーリサーチは有効な⼿段になります。 
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最近はアマゾンの規約変更も度々⾏われますので、 

複数ジャンルを取扱うことでリスクヘッジにも繋がります。 

 

セラーリサーチを⾏うことで、 

対象セラーの知識や思考を学ぶことができます。 

 

リサーチをしていく中で、仕入先も少しずつわかってきますので、 

その仕入先から、その他の商品も仕入れることが可能になります。 

 

これまでの経験・実績があっての商品ラインナップですので、 

その商品を⾒るだけで利益が出る商品の知識が得られます。 

 

その出品者から学ぶことで、 

利益の取れる商品を仕入れすることができますし、 

関連商品などを⾒て、さらに仕入れの幅を広げていくことも可能です。 
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■ リサーチ方法 

 

「どの出品者をリサーチするのか︖」ということですが、 

まずは、あなたが出品している商品の出品者⼀覧から確認してください。 

⽐較的利益率の⾼い商品が望ましいです。 

 

リサーチをするセラーですが、 

■ 評価数の⽐較的多いセラー 

■ 評価のパーセンテージが⾼いセラー 

■ 新規出品者・海外発送ではないセラー 

を中⼼にリサーチを⾏ってください。 

 

評価数は 50 から 1,000 ぐらいのセラーが対象になります。 

それ以上の評価数になりますと、業者の可能性が⾼くなりますし、 

評価が少ないセラーは、あまり参考にならないことが多いです。 
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確認方法ですが、 

下記画像の⿊塗り部分に記載されているストア名をクリックします。 

 

 

 

次に下記画面が表示されますので、 

赤枠部分のストアフロントをクリックします。 

 

 

 

ストアフロントをクリックすると、商品リストが表示されますので、 

その商品を順にリサーチしていきます。 
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ストアフロントの商品⼀覧ですが、 

左上からランキングが⾼く、よく売れている順に並んでいます。 

(正確なランキング順かは不明ですが) 

 

売れているものからリサーチした方が効率的ですので、 

⼀つの目安にしてください。 

 

ローラー作戦のようで、非効率に感じると思いますが、 

そもそも利益が出る商品を扱っていることがほとんどですので、 

結果が出るのは早いです。 

 

「フリマアプリ・ヤフオク・楽天などで検索」・「商品名を Google で検索」するだけでも、 

仕入れ対象の商品が⾒つかります。 

 

ただ、これでは検索に時間がかかってしまいますので、 

Google の拡張機能である「モノサーチ」の導入をおすすめします。 
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■ 「モノサーチ」の導入 

 

「モノサーチ」は「Google Chrome」の拡張機能の⼀つです。 

 

・国内の EC サイトへワンクリックで移動することができる 

・アマゾンで出品している出品者の在庫数を確認することができる 

・各 EC サイトとの価格⽐較ができる 

 

など、様々な機能があります。 

 

モノサーチを使⽤することで、 

アマゾンページから他の EC サイトへワンクリックでジャンプすることができますので、 

検索の時間短縮になります。 

 

モノサーチの設定・使⽤方法はこちらでご確認ください。 

→https://goo.gl/2wpyEq 
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■ 理想のセラーとは 

 

上記で、セラーリサーチから様々なジャンルを学べるとお伝えしましたが、 

理想的なセラーはこの条件とは異なります。 

 

「様々なジャンルを扱っている=リサーチが面倒」ということになりますので、 

理想的なセラーは決まったジャンルを扱っているセラーです。 

 

例えば、すべてヤマダ電機で仕入れをしている商品・食品のリピート商品など、 

傾向がわかりやすい商品リストの場合、かなり理想のセラーだと⾔えます。 

 

これに関しては、リサーチをしていくなかで、 

偶然⾒つかるものですので、意図的に発⾒するのは難しいです。 

 

⾒つかったときは、 

その思考をどんどん勉強させてもらいましょう。 
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■ リスト化する 

 

参考になる出品者を⾒つけたら、 

それで終わりではありません。 

 

ブックマークをして「リスト化」していきましょう。 

 

リスト化して定期的に確認をすることで、 

さらに扱う商品の傾向がわかってきます。 

 

リストが増えるごとに仕入れができる商品も増えますし、 

その思考をどんどん⾃分⾃身にインストールしていってください。 

 

 

 

 

 



オマージュ転売 

Copyright (c) 2018 せどりアフィリエイトで稼ぐ情報発信ブログ. All Rights Reserved. 

15 

■ 最後に 

 

「セラーリサーチ」は仕入れを⾏う際に、 

非常に有効な方法です。 

 

しかし、この方法ばかりに依存してしまうと、 

⾃分でリサーチする⼒が⼀向につかないというリスクもあります。 

 

「セラーリサーチ」はあくまで勉強のためと考えて、 

最終的には⾃分⾃身の⼒で仕入れができるようになっていってください。 
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発⾏責任者︓ゆう 

ブログ︓せどりアフィリエイトで稼ぐ情報発信ブログ 

→http://banco-affili.com/ 

メルマガ︓ゆう公式メールマガジン 「ネットビジネスラボラトリー」 

→https://lounge-ex.com/rg/20142/1/ 

お問い合わせ︓何かご質問・ご相談がありましたらこちらへご連絡ください。 

→https://canyon-ex.jp/fx20142/toiawase 

 

 


