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稼いでいる出品者の探し方

【著作権について】

本レポート及びソフトウェア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。

▼本レポートの著作権は株式会社 e-FLAGS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。

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、一切の責任を負わないことをご了承願

います。

このレポートを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。

▼著作権者の株式会社 e-FLAGSの許可を得ずに、本レポートの全部や一部を、印刷物、
PDF、電子データ、ビデオ、インターネットなど、どの場合の伝達手段によっても複製、
転載する事を禁じます。

▼本レポート（PDF ファイル、または PDF ファイルを印刷したもの）を開封、または印
刷する事により、あなたは、私、株式会社 e-FLAGSと、以下の契約に同意したとみなし
ます。契約に同意できない場合は、株式会社 e-FLAGSにその旨を通知し、本レポートの
返却と削除を求めます。

■一般公開の禁止

本レポートを、あらゆる出版、メディア、インターネットで配付、複製、一般公開、販売

をする事を禁じます
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稼いでいる出品者の探し方

本マニュアルでは、稼いでいる出品者の探し方をお伝えします。

稼いでると言うか、「稼いでいそうな出品者」ですね。

さすがに、出品物だけで稼いでいるかどうか判別するのは難しいので、

まずは「稼いでいそうな出品者」をたくさん探してきて、

せどりアナライザーに登録。

そこでデータを取って、本当に稼いでいるかどうかチェックする。

という流れになります。

一口に稼いでいそうな出品者と言っても、

業者のように薄利多売スタイルの出品者をチェックしても、

仕入れの参考にはならないので注意して下さい。

出品点数が５００点～１万点程度で、

ランキングの高い商品を揃えていたり、

高額な商品ばかり揃えている出品者を見つけると、仕入れの参考になります。

どの程度の出品者を解析するかは、

各々のせどりスタイルにもよりますので

絶対的な基準はありませんが、

初心者の方はまず、ランキングの高い商品を揃えている出品者や、

高額商品中心の出品者を解析したほうが、参考になるかと思います。

では、早速出品者を探してみましょう。

どのジャンルでも探し方は同じです。
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稼いでいる出品者の探し方

■高額商品中心の出品者を探す

まずは、ツールを使った高額出品者の探し方です。

ツールを使ったほうが探しやすいので、

特別な理由がない限りツールメインで探すほうが良いと思います。

このマニュアルでは、

一番オーソドックスなせどりである、本を例に進めていきます。

（CDやDVD、ゲーム、ホビーなどでも探し方は一緒です）

特典であるデータ収集ツールを起動したら、

適当なカテゴリにチェックを入れてデータ収集を開始して下さい。

（データ収集ツールのインストールや、使い方は、

「特典　データ収集ツール.pdf」をご覧下さい）

※目的は、稼げる商品を探すことではなく、

出品者を探すことですので、カテゴリはどこでもいいです。

フィルタは価格を５０００円以上にしてみました。

高額出品者を探す場合には、

定価（相場）の２～３倍程度の価格を入れると見つかりやすいです。

（５０００円に設定して商品があまり出てこない場合には、

３０００円程度に引き下げて下さい）
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稼いでいる出品者の探し方

しばらくするとデータが集まってくるので、

「中古数」　をクリックします。

すると、中古数が多い順⇔少ない順　に並び替えが出来るので、

中古数が多い順に表示しましょう。

※データの並び替えはデータ収集中でも出来ます。

一通りデータを収集するまで待つ必要はありません。

データが少し集まってきたら、出品者探しにとりかかりましょう。

データ収集が終わるまで待っていると、

出品者探しにも時間がかかってしまいます。

中古数が多い順に並び替えるのは、

１度の調査でより多くの出品者を効率的に探す為です。

中古数が１の商品を調べると、

１人の出品者しか調べられませんが、

中古数が１０の商品を調べれば、

１回で１０人の出品者を調査出来ます。
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稼いでいる出品者の探し方

中古数が多い順に並び替えたら、

商品データの欄をダブルクリックして、

実際の商品ページに移動します。

商品ページが表示されたら、

「中古品の出品」をクリックします。
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稼いでいる出品者の探し方

「中古品の出品」をクリックすると、

出品者一覧が表示されます。

この時点ではまだ、出品者の商品ラインナップがわからないので、

赤枠で囲った　出品者名　の部分をダブルクリックします。
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稼いでいる出品者の探し方

出品者名をダブルクリックすると、

その出品者が登録している商品一覧が表示されます。

この登録商品を見て、参考になりそうな出品者か、

参考にならない出品者か判断します。

今は、高額商品の出品者を探していますが、

この出品者さんの場合には、１円からの出品もあるので、

一目見て、対象外だと判断出来ると思います。

対象外の出品者さんだったら、

また先ほどの出品者一覧の画面に戻って、

同じように次の出品者さんの商品一覧を見る。

という作業を繰り返していきます。

8



稼いでいる出品者の探し方

順番に出品者さんの商品一覧を探していったら早速見つかりました。

本のみならず、ＣＤやＤＶＤも扱っているようですが、

一目見て高額商品を中心にした出品者さんだとわかりますよね。
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稼いでいる出品者の探し方

目ぼしい出品者さんが見つかったら、

あとで、せどりアナライザーに登録するのに必要となる、

ＵＲＬをコピーしておきましょう。

コピーしたＵＲＬは、メモ帳やエクセルなどに貼り付けておきましょう。

出品商品の特徴や、出品者の屋号もついでに書いておくと

管理しやすくなります。
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稼いでいる出品者の探し方

この手順で出品者の商品一覧をどんどん見ていって、

目ぼしい出品者がいれば、ＵＲＬをコピー。

という作業を繰り返していきます。

最初にチェックした商品の出品者を調べ終わったら、

ツールに戻って、次の商品をダブルクリック。

商品ページに移動して出品者の商品一覧を調査する。

という流れを繰り返します。

どれぐらいの人数を集めるかは人それぞれですが、

同じカテゴリで１０人の出品者が集まれば、

調査対象として問題ないと思います。

１０人ほど居ると、同じ高額商品出品者でも、

売れてる人、売れてない人がほどよく混じる確率が高いので、

仕入れの参考や、仕入れ基準の参考になります。

続いて、ランキングの高い商品を中心にしている出品者の探し方に入ります。
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稼いでいる出品者の探し方

■ランキングが高い商品を扱っている出品者の探し方

ランキングが高い商品を扱っている出品者は、

商品の回転率が良いので、

資金が少ない方や、長期在庫に不安がある方は、

ランキングが高い商品を取り扱っている出品者さんの真似をするのがお勧めです。

高額出品者を探す際は、

「中古数」で並び替えましたが、

ランキングが高い商品を扱っている出品者を探すには、

「ランキング」をクリックして、ランキングが高い順に並び変えます。

あとは先ほどと同じように、

中古数の多い商品から順にダブルクリックで商品ページに移動。

出品者の商品一覧を順に見ていく…。

という流れになりますが、

残念なことに、出品商品一覧ページに商品のランキングは表示されていないので、

出品商品一覧に出てきた商品を１つづつクリックして、

個別にランキングを確認する必要があります。
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稼いでいる出品者の探し方

これが中々面倒なのですが、おおまかな見分け方として、

出品商品一覧にレビュー数が少ない商品ばかり並んでいる場合、

回転率重視の出品者ではないケースが多いです。

ランキングが高い商品は、大体レビューが付いてるので、

パっと見て、こんな風にレビュー無し商品ばかりでしたら、

この時点でランキング重視の出品者ではないと判断しても良いかと思います。

わずかなことですが、

ランキング重視の出品者を探す際はこの見分け方を知っているだけでも

随分と時間短縮になります。
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稼いでいる出品者の探し方

レビュー付きの商品を多く扱っている出品者が見つかったら、

次は、順番に商品をクリックしていって、

ランキングを確認します。
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稼いでいる出品者の探し方

商品をクリックすると、商品の個別ページに飛びます。

このページの下のほうを見ると…、

「登録情報」という欄があって、ランキングが確認出来ます。

ランキングがいくつか出てますが

赤枠で囲ったベストセラー商品ランキングの順位を確認すると良いです。
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稼いでいる出品者の探し方

この調子で１０～２０商品調べて、

本だったら、平均２０万以内、

ＣＤやＤＶＤだったら１０万位以内程度の商品が揃っていたら

回転率重視で仕入れをしている出品者の可能性があります。

※ランキングはもっと厳しく設定しても良いですが、

そうすると中々見つからないので、甘めで良いです。

結局、せどりアナライザーで解析すればわかることなので、

この時点で厳密に調査しなくても大丈夫です。

この人、ランキング重視っぽいな…と感じたら、

どんどんＵＲＬをコピーしていきましょう

「この作業が面倒臭くて嫌だ…」

という方は、ランキングの調査はせず、

・レビュー付き商品を多く扱っている

・商品相場の半額～定価　程度の価格帯を多く扱っている

（本だったら５００～２０００円程度）

これに当てはまっている出品者が居たら、

とりあえずＵＲＬをコピーして、

まとめてせどりアナライザーに登録する。

という方法もありです。

この条件なら、１０分～２０分でゴロゴロと見つかるので、

まとめてせどりアナライザーに登録。

データをチェックして、

ランキングが高い商品を扱っている出品者のみ残す。

という方法だと、

わざわざ個別にチェックしなくても、

ツールのデータ一覧で判断出来るので楽です。
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稼いでいる出品者の探し方

■新品メインの出品者や、輸入メインの出品者を探す場合

基本的には、どんなタイプの出品者を探す際でも、

今の２通りの調査方法で探せますが、

いくつか注意点があります。

☆新品メイン出品者を探す場合

・本カテゴリーでは新品メインの出品者をあまり見かけないので、

ＣＤやＤＶＤカテゴリから探していく方が良いです。

ランキングが高い順に並び替えて、

商品ページ移動したら「中古品の出品」ではなく、

「新品の出品」をクリック。

あとは、ランキングが高い商品を扱っている出品者を探したのと同じように、

１つづつ商品を見ていって、新品を多数取り扱っているかチェックします。

ただし、新品の場合には業者も多いので、

個人出品者だけ見ていけば充分です。

３種の神器をお持ちの方は、

データ収集ツールプロ版だと新品数も取得出来るので、

ランキングが高く、新品数が多い商品から見ていくと良いです。
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稼いでいる出品者の探し方

☆輸入メインの出品者を探す場合

この場合、当然ですが輸入カテゴリでデータを集める必要があります。

本、ＣＤ、ＤＶＤ、共に、ツールに輸入カテゴリがあるので、

そこでデータを調べて下さい。

注意点として、輸入カテゴリには無在庫販売と思われる出品者がたくさん居ます。

（何十万点も出品している割に、評価数が少ない出品者）

そういった出品者を解析しても意味がないので注意して下さい。

輸入カテゴリで発送元がアメリカ　となっている場合、

無在庫販売の可能性が高いので、

輸入カテゴリの出品者をチェックする際は、

発送元が日本であったり、ＦＢＡ利用の出品者をチェックすると良いです。

なお、プロバージョンをお持ちの方は、

本、ＣＤ，ＤＶＤ以外のカテゴリもチェック出来ますが、

輸入商品が多いカテゴリはある程度決まっています。

（ホビーやおもちゃ、スポーツ、家電など）

闇雲に探しても出てこないので、

輸入商品が多いカテゴリにてデータを収集して、

フィルタのキーワードに「輸入」「並行輸入」などと入れて

商品を絞り込んでから出品者をチェックしていくと、

輸入メインの出品者が見つかりやすいです。
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稼いでいる出品者の探し方

■ＡＭＡＺＯＮから手作業で出品者を探す場合

ツールを使わずとも、

AMAZONから直接探すことも出来るので、
やり方をご紹介します。

・ＡＭＡＺＯＮから高額商品出品者を探す

まずは、AMAZONのトップページから
目的のカテゴリを選択します。

本を例に進めてみましょう。

目的のカテゴリを選択したら「検索」をクリックします。
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稼いでいる出品者の探し方

このような画面になるので、

赤枠で囲った「詳細検索」をクリック。
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稼いでいる出品者の探し方

検索画面になったら、

・判型　「単行本」

・価格　「５０００－１００００円」

・並べ替え　「おすすめ度」

に設定して検索をクリック。

※ジャンルを指定するのも良いです。

全員が全員、この設定で探すとみんな似たような出品者を調査するようになるので、

適当にジャンルを設定して、検索結果に出てくる商品を調節したほうが、

色々な出品者を探せます。
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稼いでいる出品者の探し方

この設定で検索すると、このように高額商品メインの出品者が出てきます。
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稼いでいる出品者の探し方

あとは、ツールで探した時と同じで、

１「中古品」をクリック（出品数が多い商品を選んでいくと効率的）

２、出品者名をクリックして、出品商品一覧をチェック

という順で繰り返していけば、

すぐに高額商品メインの出品者が見つかります。
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稼いでいる出品者の探し方

・ランキングの高い商品を扱っている出品者を探す場合

単純に、ベストセラーランキングの上位商品を順に見ていっても良いのですが、

赤枠で囲った部分、「過去９０日」「単行本」「人気順」に設定して

検索した結果の商品から探したほうが効率が良いかと思います。

順位が高くて人気のある商品が出てきます。
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稼いでいる出品者の探し方

これらの商品を扱っている出品者の商品一覧を見て、

ランキングが高い商品を多く扱っているかチェックしていきますが、

これはやはり面倒なので、

１６Ｐにも記載したやり方のほうが楽で確実かもしれません。

抜粋～～～～～～～～～～～～～～～～

１商品づつランキングをチェックするのが面倒な場合は、

・レビュー付き商品を多く扱っている

・商品相場の半額～定価　程度の価格帯を多く扱っている

（本だったら５００～２０００円程度）

これに当てはまっている出品者が居たら、

とりあえずＵＲＬをコピーして、

まとめてせどりアナライザーに登録する。

という方法もありです。

この条件なら、１０分～２０分でゴロゴロと見つかるので、

まとめてせどりアナライザーに登録。

データをチェックして、

ランキングが高い商品を扱っている出品者のみ残す。

という方法だと、

わざわざ個別にチェックしなくても、

ツールのデータ一覧で判断出来るので楽です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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稼いでいる出品者の探し方

・新品メインの出品者や、輸入メインの出品者を探す

輸入メインの出品者は、

本やＣＤ，ＤＶＤの輸入カテゴリから調べていったり、

ＡＭＡＺＯＮの検索窓に「輸入」とでも入れて検索すると

輸入商品がたくさん出てくるので、簡単に見つかるのですが、

新品メインの出品者を探すのは、

ランキングが高い商品を扱う出品者を探すのと同様、やや面倒なので、

出品者検索サイトを使う方法もあります。

出品者検索サイト
http://mps.bookstudio.com/SellerID_MerchantID_search.php

このサイトで「新品」と入力して検索すると、
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稼いでいる出品者の探し方

こんな風に、屋号に「新品」という言葉が入っている

出品者さんを表示してくれます。

これだと、見つかる出品者さんの数は限られてきますが、

簡単に新品メインの出品者を見つけることが出来ます。

「出品商品一覧を見る」という部分をクリックすると、

商品が見られる仕様のようですが、

ＡＰＩ変更の影響か、商品一覧が出てこなくなっていますが、

「セラーＩＤ」という部分に表示されている英数字をコピーして

yahooや google等の検索エンジンで検索すれば、
その出品者の商品一覧ページが出てくるので、

出品商品を確認することが出来ます。
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稼いでいる出品者の探し方

・新品メインの出品者を探す２

新品メインの出品者は、本カテゴリには中々いないので、

CDやDVD、ゲームカテゴリで探すことをお勧めします。

例えば、DVDの場合
カテゴリをDVDにして検索をクリックすると、
下記のような画面になります。

ただこの状態だと、予約段階の商品が出てきて探しづらいので、

「過去９０日以内」を選択します。
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稼いでいる出品者の探し方

過去９０日以内で、人気度で並べ替えると、

割と新しく、人気のある商品ばかり表示されるので、

この状態にしてから新品出品者を調べていくと、

回転率の良い新品出品者に当たる確率が高くなります。
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稼いでいる出品者の探し方

更に精度を高めるならば、

下記画像のように、AMAZON在庫無しの商品に出品している人達を調べると、
高確率で新品せどらーと思わしき人が居るので、

覚えておくと便利です。

DVDもゲームも、この探し方で出品者を探すことが出来ますが、
CDの新品出品者を探す際は、少し注意が必要です。
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稼いでいる出品者の探し方

CDの場合、新品は定価以上の価格で出品することが出来ないので、
新品なのに、あえて中古カテゴリに「ほぼ新品」というコンディションで

出品する人達が大勢います。

CDの場合、素直に新品出品者を調べるより、
中古カテゴリの「ほぼ新品」に出品している人達を

調べたほうが参考になることも多いです。

（新品メインで稼いでるせどらーの可能性が大）

他のカテゴリでは中々見られませんが、

CDでは、こんな風に中古品が「ほぼ新品」で埋め尽くされていることがあります…。

仕入れの参考になるせどらーさんの可能性が大きいので、

CDは、新品出品者だけでなく、中古品の「ほぼ新品」出品者もチェックしてみることを
お勧めします。
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稼いでいる出品者の探し方

※　出品者探しの注意点

・薄利多売の業者、大規模な業者

・無在庫販売の業者（出品数が何十万点もある）

・平均的な価格で、出品点数が数万点ある業者

は、解析しても参考になるデータが取れることはなく、

解析に時間がかかるだけなので、

予め外しておくことをお勧めします。

通常は１万点以下なら登録という目安がちょうど良いかと思います。

面白い品揃えをしている出品者さんなら、（限定商品ばかり、高価格帯ばかりなど）

数万点程度あっても、とりあえず試しに解析してみるのも良いですが、

その分、時間もかかります。

中古メインの方なら、

高価格帯の販売者を見つけてどんどん登録していくと、

必ず、「高価格、高回転」の出品者が出てきますので、

ランキングが高い商品をメインに扱う出品者を探すより、

高価格帯メインの出品者を探して、

解析してから高回転率の出品者を残すほうがだいぶ楽です。

新品メインなら、

CDやDVD、ゲームカテゴリから、人気順に並び替えて
AMAZON在庫切れの商品だけに絞って
新品出品者を探すと、高確率で新品せどらーを探しあてることが出来ます。

（CDの場合には、中古のほぼ新品　出品者もチェック）

輸入メインなら、

ツールでチェックするのが一番手軽かと思います。

（本、CD、DVD、ホビー、おもちゃ、スポーツ、家電など）
AMAZONから探すなら、
「輸入」「並行輸入」「import」　などの語句で検索すると、　
輸入商品が出てくるので、その出品者をチェックしていくのがお勧めです。
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稼いでいる出品者の探し方

特に難しい作業はないので大丈夫だと思いますが、

真面目な方や、几帳面な方は、

どうしても、出品者の商品一覧を隅々までチェックして、

「この人は高額メイン」「この人は回転率重視」

と確実に判断出来るまで探してしまいがちだと思います。

この段階で、そこまでがんばる必要は全くないので、

いい意味で「適当」に探したほうが良いです。

出品商品一覧を眺めているだけでは、

本当にその出品者が参考になるかどうか判断することは出来ません。

あまり細かくこだわらず、

条件に当てはまりそうな出品者のURLは
どんどん登録していく事をお勧めします。

１つのデータに、どんな出品者をどのように登録するかは自由ですが、

こんな風に、１つのジャンルの出品者をまとめて登録すると、

データが比較しやすいのでお勧めです。

本出品者データ、CD出品者データ、DVD出品者データ…
という風にデータをわけると見やすくなります。

もっと細かくやりたい方は、

本高額出品者、本回転重視出品者　など、

扱っている商品ごとにデータをわけてもいいと思います。
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稼いでいる出品者の探し方

出品者の探し方も、ツールの使い方もとても簡単ですから、

是非ツールを使いこなして、

せどりビジネスのお役に立てて頂けますと幸いです。

せどりアナライザーのご購入、ありがとうございました。

よく頂く質問に関しましては、

随時こちらのサポートサイトに追加していきますので、

定期的にご覧下さい。

http://sedori-analyzer.xxxflagsxxx.com/ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

販売元

〒189-0012
東京都東村山市萩山町 3-22-32
株式会社 e-flags
042-393-7037
customer@eflags.jp
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