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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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2016 年に副業としてせどりを始めました。 

 

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。 

 

これからは別ジャンルもどんどん取り扱い、 

「アフィリエイト」など、幅広いジャンルを展開していく予定です。 

 

このレポートでは、 

ヘルビ商品をヤフオクで効率良く仕⼊れするための、 

「リサーチしてはいけない 5 つのポイント」をお伝えします。 

 

ヤフオクだけではなく、 

メルカリ・ラクマでも応⽤できる内容です。 

 

このレポートを参考にして、 

仕⼊れの時短に繋げていただければ幸いです。 
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■ リサーチしてはいけない 5 つのポイント 
 

ヘルビ商品が対象ですので、 

ヤフオク・フリマ内の「ビューティー、ヘルスケア」からリサーチします。 

 

このカテゴリ内だけでも、20 万から 30 万点の商品が、 

常時出品されています。 

 

これだけの商品をすべて検索していては、 

時間がいくらあっても足りません。 

 

「リサーチしてはいけない 5 つのポイント」をしっかりと抑えて、 

効率の良い仕⼊れを⾏うことが重要になります。 

 

このポイントを抑えるだけで、大幅な時間短縮に繋がります。 

ぜひ参考にしてください。 
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① 精⼒増強剤・プロテインはリサーチしない 

 

■ 精⼒増強剤 

 

 

 

精⼒増強剤は、上記画像にある「シトルリン」のほかに、 

「マカ」「アルギニン」という成分が、タイトルや商品説明文に記載されている特徴があります。 

 

価格差のある商品が少なく、 

商品によっては、「商標権・知的財産権侵害の警告」がくることもあります。 
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■ プロテイン 

 

 

 

プロテインはヤフオクでも出品数が多く、よく売れる商品のため、 

価格があまり下がりません。 

 

そのため、アマゾンと価格差のある商品はかなり少ないです。 

 

 

 



やればやるだけ損をする ヘルビリサーチでやってはいけない 5つのこと 

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. 

9 

② サンプル品はリサーチしない 

 

■ サンプル品 

 

 

 

画像だけではわかりにくいですが、サンプル品や試供品は、 

タイトルや商品説明欄に、サンプル品であることが記載されています。 

 

アマゾンでは、サンプル品の出品は禁止されていますので、 

絶対に仕⼊れないように注意してください。 
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③ 並⾏輸⼊品はリサーチしない 

 

メーカーが認める正規輸⼊代理店以外を通じて、 

国内に輸⼊された商品が並⾏輸⼊品です。 

 

並⾏輸⼊品も、サンプル品と同様に、 

タイトルや商品説明欄に並⾏輸⼊品であることが記載されています。 

 

並⾏輸⼊品は、 

正規品かどうかが疑わしい商品も中にはあります。 

 

正規品であったとしても、 

メーカー保証が受けられない商品がほとんどです。 

 

アマゾンに出品する際に、⼿違いで正規輸⼊品として出品してしまった場合、 

ガイドライン違反になり、アカウント閉鎖等の対象になる恐れもあります。 
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④ OEM 製品はリサーチしない 

 

 

 

製造メーカーが、他社ブランドの製品を製造することを OEM と言います。 

OEM の特徴として、上記画像のようなシンプルなパッケージの商品がほとんどです。 

 

アマゾンで確認すると、出品者数が 1 人の場合が多く、 

メーカーである可能性が⾼い商品です。 

 

出品すると「商標権・知的財産権侵害の警告」がくる可能性があります。 
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⑤ 単品出品で定価の安い商品はリサーチしない 

 

 

 

単品出品で定価の安い商品は、 

アマゾンと価格差のない商品がほとんどです。 

 

また、上記画像のような、 

ドラッグストアやコンビニで購⼊できるような商品も、 

価格差がないことがほとんどです。 
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■ 商標権・知的財産権侵害の警告を受けないためには 

 

上記で紹介した 5 つのポイントの中で、 

「商標権・知的財産権侵害の警告」という文言がありました。 

 

要は、「メーカーが許可していない販売者は、勝⼿に商品を販売しないでね」 

と指摘されることです。 

 

100%ではありませんが、 

この警告を未然に防ぐ方法があります。 

 

それが、「特許情報プラットフォーム」で確認することです。 

→https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 
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上記画面が表示されますので、 

①を「商標を探す」に変更し、②に「商品名」を⼊⼒して検索します。 

 

検索した商品が該当した場合は、 

商標を取得しているということになりますので、 

該当商品は出品を控えるようにしてください。 

 

もう１つの方法が、 

「モノレート」を⾒て判断することです。 

 

モノレートで確認すべきポイントは、 

下記の２点になります。 

 

① 売れている商品にも関わらず出品者が 1 人の期間が⻑い 

② 急に出品者が減少している 
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上記画像のモノレートですが、かなり売れている商品にも関わらず、 

出品者数が 1 人の期間が⻑いです。 

 

 

 

こちらの画像は急に出品者が減少している部分があり、 

出品者の増減も激しいです。 

 

商品のモノレートを確認して、このような波形であれば、 

恐らく、「警告→出品取消→出品→警告」を繰り返している可能性が⾼いです。 
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また、アマゾンの商品ページを確認して、 

メーカー本体がいる場合も危険な可能性が⾼いです。 

 

モノレートを確認して、上記に該当する場合は、 

仕⼊れを⾏わないほうが賢明だと思われます。 
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■ リサーチすべき商品とは︖ 

 

以上が「リサーチしてはいけない５つのポイント」になります。 

 

では、反対に「どのような商品をリサーチすべきなのか︖」とお考えだと思います。 

リサーチしてもらいたい商品は下記になります。 

 

■ コスメ(化粧品) 

■ スキンケア 

■ ヘアケア 

■ サプリメント 

■ ダイエット食品 

 

上記の 5 項目が非常に利益の取りやすい商品になりますので、 

この商品に絞ってリサーチしてみてください。 
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■ 最後に 

 

この 5 つのポイントを省くだけで、 

かなりの時間短縮になるはずです。 

 

空いた時間が、次の仕⼊れに繋がれば幸いです。 

 

ヘルビは商品数も多く、 

回転もかなりいいジャンルです。 

 

ぜひ、仕⼊れ対象に取り⼊れてみてください。 

 

最後までお読み頂きまして、 

ありがとうございました。 
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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 

 

 


