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■著作権について 本冊子と表記は、著作権法で保護されている著作物です。 本冊子の

著作権は、発行者にあります。 本冊子の使用に関しましては、以下の点にご注意くださ

い。  

  

■使用許諾契約書 本契約は、本冊子を入手した個人・法人(以下、甲と称す)と発行者(以

下、乙と称す) との間で合意した契約です。本冊子を甲が受け取り開封することにより、甲

はこの 契約に同意したことになります。  

  

第1条 本契約の目的 乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲

が非独占的に使用 する権利を承諾するものです。  

  

第2条 禁止事項 本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本

冊子から得 た情報を、乙の書面による事前許可を得ずして出版・講演活動および電子メ

ディア による配信等により一般公開することを禁じます。特に当ファイルを 第三者に渡 す

ことは厳しく禁じます。甲は、自らの事業、所属する会社および関連組織におい てのみ本

冊子に含まれる情報を使用できるものとします。  

  

第3条 損害賠償 甲が本契約の第２条に違反し、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し、

違約金が発 生する場合がございますのでご注意ください。  

  

第4条 契約の解除 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許諾契約

書を解除するこ とができるものとします。  

  

第5条 責任の範囲 本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使って損

害が生じたとし ても一切の責任を負いません。  
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1.これから取り組む「物販」とは 
 

せどりをご存じない方、怪しいビジネスでは？と思っている方に向けて、少し

せどりについてお話ししていきます。 

 

せどりとは？ 
一般的にはひらがなで「せどり」と書く。辞書では「競取り」という漢字が

当てられているが、元々は「糶取り」という字が使われていた。「糶取り」

の「糶（ちょう、せり、うりよね）」とは、「米を売りに出す」の意で、そ

こから「米の競り売り」や「行商」のことを指す。漢字としては「出+米+翟
（=擢：抜き出す）」から成り、貯蔵してあった米を選り出して売りに出すこ
とを意味し、そこから転じて多くの物の中から選び出して売ることを「糶取

る（動詞）」または「糶り取る」と言う。（Wikipediaから引用） 
 
せどりは安く仕入れて高く売るビジネスです。 
 
今回私がご紹介する卸仕入れは厳密にはせどりではなく「小売り業」と

いう業種に該当します。 
 
せどりのメリットは以下のようなことが挙げられます。 
 
安く買って高く売るシンプルなビジネス 
特殊スキルがいらない 
低資金でスタートできる 
即金性がある 
自宅で,またはどこでもできる 
特殊な技術が必要ない 
 
以上のようなことがメリットではありますが、当然デメリットもありま

す。 
 
道具や環境が整っていればどこでもできるのでライバルが多いという面

があります。 
 



 

卸仕入れでは、せどりの目を持って物販に取り組んで頂きたい、そんな

風に思っています。 
 
せどりの良いところを実践しながら、小売業をやる。そんなイメージで

す。 
 
でもどんな風に利益を出せるのか？と疑問に思っている方も多いと思い

ます。 
 
次では、具体的にどうやって稼ぐの？と言うことについてお話します。 
 
 

1-1.利益が出る仕組み 
この章では、今回のビジネスで利益が出る仕組みを解説していきます。 
 
せどりは、 
利益が出るとわかっている商品を仕入れ、販売する 
事です。 
 
せどりのやり方は、 
 
商品を仕入れる→ネットショップなどで販売 
売る→圧倒的な集客力を持つAmazonで販売する 
　 
このたった2つの事で利益を出せます。 
 
今回このコンテンツでは、商品を仕入れるところ「卸問屋」の情報を主

にお伝えしていきます。 
 
では、売るのは「Amazon」はなぜなのか？次章ではそのことについて
お話しします。 
 
Amazonで販売する理由はシンプル。一番売れるからです。 



 

一般的な物販ビジネスの流れは、売る商品を決めて集客のために商品を

広告をだし、宣伝するのですが、Amazon販売では集客の必要は全くと
言っていいほど必要がありません。 
 
以下のEC売上高ランキングも参考にしてみてください。 
 
EC売上高ランキング 
 
すでに商品が登録されている商品を出品することになるので、出品が非

常に簡単です。 
 
一般的なインターネットショップや店舗ではバイヤーさんが売れると思

うものを独自の基準で販売していると思います。 
 
ですが、利益を出す仕組みを作るには、 
 
すでに売れることが確約された商品しか扱わない 
 
事が重要です。 
 
そういう商品をリサーチ（卸問屋で商品を検索）して必ず売れて（売れ

た実績のある）利益の出る商品を販売していきます。 
 
そのため普通の店舗やネットショップのように売りたいものを販売する

のではなく、売れるものだけ仕入れて販売していきます。 
 
実際にどんなものを仕入れるかは「7.仕入れの基礎」でお伝えしていき
ますが、ここでまずはせどりの特徴をしっかり押さえていきましょう。 
 
せどりでは過去の販売データをもとに、確実に売れる商品を仕入れま

す。 
その判断材料になるのがAmazonで登録のある商品の販売実績を見るこ
とができる「モノレート」などのツールです。 
 
※注意※ 

https://nerimarketing.net/ec-salesranking2017/


 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
私が実践していた時に使っていたメインツールがモノレートでした。 
本コンテンツでも時折出てきますが、現在はモノレート＝DELTA tracer
やkeepaと同じようなツールです。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
7-2.リサーチに便利なツールを参考にしてください。 
これらのツールの販売実績を分析して仕入れを行います。 
 
扱う商品について 
では、今回のビジネスて扱っていく商品に関して説明をしていきます。 
 
大きく新品と中古の2種類に分けることが出来るのですが、それぞれの
メリットやデメリットは以下です。 

 
すぐに売れる「高回転率」な商品とすぐには売れないが購入してくれる

人が存在する「利益率が高い」どちらの商品も扱うとバランスよく利益

が出る仕組み作りができるはずです。 
 
しかしながら、中古品は商品画像を用意したり、魅力的な商品説明文な

どの用意や商品の修繕知識などが必要なため初心者には難しいかもしれ

ません。 
 
お客様への梱包から配送、決済、返品対応まで代行してくれるFBAを利
用しましょう 
 
仕入れた物を販売したあとはお客様に商品を発送しなければなりませ

ん。 

 新品 中古 

メリット 
・売れやすい 
・出品作業が簡単 

・利益率が高い 
・参入者が少なく、価格

競争が起こりにくい 

デメリット 

・利益率が低い 
・参入者が多く価格競争が

起きやすい 

・新品に比べて売れにく

い 
・出品作業に手間がかか

る 



 

もし1000円の利益が出る物を販売する時、5万円の売上が上げたいのな
ら50個発送しないと達成は不可能です。 
 
もし副業や家事の合間に利益を上げたいのなら時間を有効に使う必要が

あります。 
そんな時に利用したいのがFBAです。 
 
AmazonにはFBAというシステムがあります。 
 
FBAとは、フルフィルメント by Amazonの略です。 
 
Amazonが出品者に代わって注文を受けてくれて、商品を出荷するプロ
グラムの事ですね。 
 
出品者は、商品をAmazon倉庫に納品するだけで購入された商品を
Amazonがカスタマーからの注文に応じて出荷してくれます。 
 
しかもクレームの対応も返品や返金の対応から処理まで全てやってくれ

ます。 
  
また、手間削減だけではなくFBAを利用するだけでカートボックス（販
売の面でかなり有利になる）を獲得しやすくなるメリットもあります。 
  
今回はよく売れるAmazonで、出品が簡単で売れやすい新品をFBAを利
用して販売する事を前提にお話ししていきます。 
 
でも卸問屋から仕入れて利益の出る商品てどんなものか、ピンときませ

んよね。 
 
次の章では実際に私が卸サイトNETSEAで仕入れて利益の出た商品につ
いてご紹介させていただきます。 
 
 
 
 



 

1-2.仕入れと売れた物の実例 
では実際に卸問屋で仕入れて販売できたものをご紹介します。 
こちらの商品は卸サイト「NETSEA」で仕入れたものです。 
 
下の画像はNETSEAの注文履歴のページです。 
 
 

 

この卸問屋は「WAKEARY」さんという問屋さんです。 
 
「8.卸問屋情報」の「8-2.」でも紹介させていただいているので、確認
してみてください。 
 
カルピスセット2箱セットが税込み2808円。 
 
1点税込み1404円で仕入れました。 
（クーポンなどを使ったので、厳密にいうともうちょっと仕入れ値は安

いです。） 
 
下の画像は販売実績を見ることができるツール「DELTA tracer」の画像
です。 



 

 

 

Amazonではひと月当たり15点くらい売れる計算です。 
最後の一か月は在庫切れで販売数が少なくなっています。 
 
WAKRYという卸問屋で2箱セット×15セット=30点を仕入れました。 
仕入れた日は2018年12月14日です。 
 
次は販売履歴を見てください。 
下の画像は価格改定ツール「マカド！」の画像です。 

https://www.infotop.jp/click.php?aid=180493&iid=66736


 

 

30個目が売れたのは2019年の1月28日です。 
 
1か月半ですべて売れてくれました(^^)利益額は1,026円、利益率は33%
でした。 
 
NETSEAはご存知の方が多い卸サイトです。 
 
サイトの登録も簡単にでき、参入者も多いサイトではありますがリサー

チ次第ではこういった仕入れを行うことが可能です。 
 
このようにして利益を積み上げていくのが卸せどりの魅力です。 
 
初めて聞く言葉もあったと思いますが、少しずつ慣れていきます。 
一歩一歩、一緒に頑張っていきましょう！ 
 
 

2.マインドセット 
マインドセットについて、音声を録画してみました。 
 
マインドセットについて 
 
5分間の短い時間ですので、聞いてみてください。 
 
今回購入していただいた方に到達していただきたいゴールのイメージに

ついて 
 
このマインドセットが一番重要かなと思っています。 
 

https://youtu.be/OQ0_I4qJnOE


 

せどりってインターネット上で仕入れたものを販売します。 
しかもこの手法はAmazonのFBAというサービスを利用するので、本当
に手間がかかりませんし、 
本業や育児の傍らでできます。 
 
でも片手間でできるようになるまでには沢山失敗と成功の経験が必要な

んです。 
そこまでたどり着くには結構気合が必要です(^^)/ 
 
せどりは結構面倒なこと、地道なことの積み重ねです(;^ω^) 
次の章ではアカウント開設についてを開設していきます。 
地道な作業が続きますが、頑張ってまいりましょう！ 
 
 
 
 
 

3.アカウント開設 
ここではアカウント開設に必要なものなどについてご説明いたします。 

3-1.事前準備 

3-1-1.クレジットカード 
みなさん、クレジットカードは持っていますか？？ 
専業主婦の方で仕事をしていないから作れないんじゃないのかな？ 
って思ってらっしゃる方は結構多いのかなって思っています。 
 
クレジットカードはその会社によって審査基準が違いますが、 
ひと月に大量にクレジットカードを作ったり、 
過去に審査に引っかかるようなカードの利用の仕方をしていたりするこ

とが原因でカードが作れないこともあるようです。 
 
しかしほとんどのクレジットカードは18歳以上、 



 

本人または配偶者・両親に収入があればOKのような条件が殆どかと思
います。 
 
アカウントを作るうえで必要なクレジットカードなので 
持っているクレジットカードがあればそれで対応してもよいでしょう。 
 
ただ、仕入れでも大活躍してくれるクレジットカードは 
自分が使いやすいものを選びたいものです。 
 
カードを作るポイントは、 
 
・年間費が永年無料 
・締め日から支払いまでが長い 
 
こんなことがポイントになります。 
 
売上金は2週に一度Amazonから入金されます。 
その入金までにカードの支払いができればいいわけです。 
 
 

 

 

 

例えば、締め日が30日で支払日が翌月27日のカードを使うと、、、 

 
上記のように、最大57日間支払いを保留することができます。 
 



 

Amazonからの売上金の入金が月に2回（または3回）です。 
 
クレジットカードの支払日も2種類あると安心です。 
 
また、クレジットカードの利用枠は最初50万円までが多いです。 
 
どれくらいの利益を設定するかにもよりますが、設定する利益金額の3
倍から4倍くらい資金が必要かと思っています。 
 
利益の設定が月に5万円ならば資金15万円～20万円といったイメージで
す。 
利益額をもっと高く設定したいという人は仕入金額も高額になります。 
そこでクレジットカードは2枚持って仕入れをすることをお勧めしてい
ます。 
 
クレジットカード仕入れのメリットは2回払いにしても手数料がかから
ないことです。 
こんな特性を活用すると支払いを遅らせることができ、キャッシュフ

ローがショートすることを防げます。 
 
更にクレジットカードはポイントがたまるのが魅力です。 
 
ショップ系のクレジットカードならそのポイントで買い物ができるので

便利ですね。 
 
ちなみに私は以下の3枚のクレジットカードを使っています。 
 
 
クレジット決済にするならポイントサイトを経由して更にポイントをた

めるのが得策ですよ(^^)/ 
 
ポイントサイトについてもブログで書いていますので、参考にしてみて

くださいね。 
ポイントサイトについて 
パスワード：20200701coconara2020821 
 

https://xn--v8jva8br0n014x9xwc.com/step2/


 

楽天カードはプライベート用、Yahoo！カードとイオンカードは事業用
にしています。 
もともと、店舗せどり→電脳せどりをやってきた流れでそのまま利用し
ています(^^) 
 
登録したクレジットカードから、販売時に発生する手数料等が引かれま

す。 
 
プライベート用のクレジットとは違うものを登録する方とキャッシュフ

ローの動きもわかりやすく、確定申告などの時に申告しやすいです。 
 
ただ作成が面倒であればプライベート用でもOKです。 
登録したクレジット情報は後から変更する事ができます。 
 
 

3-1-2.銀行口座 
この口座に売上金が入金されます。 
 
こちらもクレジットカードと同様プライベート用とは分ける事をおすす

めします。 
 
それでも新しく開設するのが面倒であれば使用していないプライベート

のものでも大丈夫です。 
 
気を付けたいのはプライベートの入出金のある口座を利用してしまうこ

とです。 
 
利益が出ているのか？だけでなく確定申告なんかをする際にものすごく

面倒なことになってしまうのでプライベートの口座とは分けましょう。 
 
ビジネス用の入出金用にゆうちょ銀行を使っています。 
 
卸問屋での仕入れは銀行振り込みの場合も多いです。 
そんな時はインターネットバンキングがめちゃくちゃ便利です。 



 

ゆうちょダイレクト 
 
登録しておけばわざわざ銀行やコンビニでさえ行く必要がなくなりま

す。 
 
時間がない人にはかなりお勧め。 
 
今後ビジネス用の口座がいいなと思っているなら、振込手数料が安い

ジャパンネット銀行なんかがよいと思います。 
ポイントサイトについて 
 
パスワード：20200701coconara202082 
 
設定した口座は後から変更する事ができますので、複数持っておいても

損はないですよ。 
 
 

3-1-3.電話番号 
アカウント登録・運営者情報を登録する際に必要になります。 
 
自分の携帯電話の番号でOKですが、今後卸問屋との取引でも使用する
ので固定電話の番号を用意することをお勧めします。 
 
こちらはAmazonの出品者プロフィールの部分で表示されることになり
ます。 

https://direct.jp-bank.japanpost.jp/tp1web/U010101SCK.do
https://xn--v8jva8br0n014x9xwc.com/step2/


 

 
 
自分のストア情報として表示されるので、プライベートの携帯番号や自

宅の電話番号を表示したくない！なんて人は「050」のIP電話がお勧め
です。 
 
私はSMARTalkで作った番号を使用しています。 
 
商品を購入してくれるお客様は私たちFBA利用しているセラーが販売も
商品に対する対応などもAmazonに委託していることなんて知りませ
ん。 
結構返品の問い合わせが掛かってきたりすることもあります。 
 
「050」のIP電話にしておけば、ここを通して連絡された番号が表示さ
れてかかってくるのですぐにお客様からの電話だと気が付けます。 
 
受信専用にするだけなら月額基本料無料で利用できる050のIP電話の利
用が便利です。以下の２つのIP電話は初期費用も月額基本料もありませ
ん。 
 
ブラステル 
SMARTalk 

※スマートトークは現在利用休止中です。(2020年11月現在) 

050のIP電話番号は必須と言うわけではありません。 

https://ip-phone-smart.jp/
https://www.brastel.com/personal/050-free/jpn
https://ip-phone-smart.jp/


 

どうしても050の番号で取引したいという場合には、他のIP電話アプリ
(ブラステルなど)の取得がおすすめです。 
 
ブラステルならMY050と言うアプリ取得でIP電話番号を取得することが
できます。 
(初回登録より一定期間無料で利用できるようです。) 
他にもIP電話番号を取得できるアプリがたくさんあります。 
 
 
FBAで販売したお客さんからの質問対応 
 
購入者から連絡が来たらAmazonのカスタマーセンターへ連絡を促しましょう。 
カスタマーサポートに対応を依頼してしまって大丈夫です。 
【Amazonカスタマーセンター】 
0120-999-373 
011-330-3000（フリーダイヤルが使えないとき） 
 
以上の電話番号は納品伝票に記入するときや自分がAmazonに問い合わせするとき
にも使えます。 
 
↑だったのですが、2020年10月よりアマゾンのルールが変更になりまし
た。 
 
Amazonカスタマーサービス直通番号の閉鎖について 
 
引用 
フルフィルメント by Amazon（FBA）でご注文された購入者様へAmazonカスタマー
サービスの連絡先として直通番号をご案内している場合は、代わりにAmazonカスタ
マーサービスのお問い合わせフォーム（http://amazon.co.jp/contactus）をご案内してく
ださい。 
以上 
以上のように変更になりました。 

3-1-4.メールアドレス 
Amazonからのお知らせを受信するメールアドレスです。 
 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/headlines.html?id=GJYB5F3R9UUWM33L&ref=nslp_at_15_GJYB5F3R9UUWM33L_ttl_rf_recent_news_16
http://amazon.co.jp/contactus?ref=nslp_at_GJYB5F3R9UUWM33L_nslnk_1


 

すでに使っているメールアドレスで充分ですが、Amazonの重要な連絡
を見逃さないためにも使いやすいアドレスを登録することをお勧めしま

す。 
 
と言ってもフリーメールアドレスで充分です。 
 
持っていない方はGmailやYahoo！メール、Outlookでもなんでもいいと
思います。 
 
Amazonからのメールで最も見逃してはいけないのはお客様からのメッ
セージです。 
 
アカウントの評価にかかわるので、気が付いたらすぐに対応したいもの

です。 
AmazonからのメールはこんなメッセージについてだけでなくAmazon
のルールが変わったりしたときやセールのお知らせなども来ます。 
 
Amazonからのメール=しっかり確認！で対応していきましょう！ 

 

3-2.アカウント開設 
Amazonで販売を行うにはAmazonのアカウント、販売者用の2つのアカ
ウントが必要です。 
 
前者の方はすでにAmazonで買い物したときにアカウントを作って購入
してあれば飛ばして作成していきましょう。 
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
※注意※アマゾンアカウントの作成画面は随時変更されることがありま

す。もしかしたら現在の登録画面と違う項目が出て来るかもしれません

が、アマゾンの指示通りに記載、登録を進めれば大丈夫です。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



 

3-2-1. Amazonのアカウント作成(すでに持っている人は必要あ
りません) 
ではさっそくアカウントを作成していきましょう！ 
Amazon 

 

「Amazonアカウントを作成」をクリックです。 

 

必要事項を入力し、「Amazonアカウントを作成」をクリックです。 

https://www.amazon.co.jp/


 

 

アカウントが作成されるとこんな画面が表示されます。 

 

これで、Amazonのアカウントが作成されました！ 

 

次は出品者用のアカウント登録についてをご説明ますね。 



 

 

3-2-2.出品用アカウントの登録画面 
続いて出品用アカウントの登録を行いましょう。 

 

Amazonのホームページから、アカウントにログインした状態で右上の「アカウ

ント&リスト」をクリックです。 

 

 

「出品者用アカウント」をクリックです。 

 

 

「さっそく始めてみる」をクリックです。 



 

 

3-2-3 大口出品と小口出品について 
Amazonでは大口出品と小口出品という2種類の販売方法があり、こちら
について理解しておく必要があります。 
 
出品者は、この２つのどちらかを選択し出品を行います。 

 
 
FBAは必ず導入していただきたいサービスです。 
 
（FBAについては、1.これから取り組む「物販」とは　・利益が出る仕
組み　の章に記載しています。また、下のリンクより詳細をご覧いただ

けます。） 
FBAについて 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/help-page.html?itemID=53921&language=ja_JP&ref=efph_53921_bred_202125070


 

 
FBAは大口・小口出品でも利用が可能になりました。 
 
小口出品ではセラーセントラルで使えるレポートの閲覧や配送方法の設

定、カタログに無い商品の灯篭ができないなどの制約があります。 
 
また出品の料金体系が違うので、販売数に応じて決めるのがいいかと思

います。（50個以上販売見込みがある場合は大口出品がお得ですね） 
 
次の章からはここまでを踏まえて、 
やっと出品者用のアカウントを開設していきますよ。 

3-2-4 出品者アカウントの登録 
先ほどの画面より「出品者用アカウント」をクリックしてください。 

 

もしくはこちらのリンクから「さっそく始めるてみる」をクリックしてください。 

https://www.amazon.co.jp/b/?node=2490612051&ld=SEJPSOAGoog002365


 

 

3-2-4.1 出品規約 

では、必要情報を入力していきましょう。

 
①居住国/事業所の国 
自身が住んでいる国を入力します。 
 
  
②正式名称/販売業者名 
あなた(販売者)の名前を入力します。 
アカウント作成の時と違い、本名を入力する必要があるので注意してく

ださい。 
 



 

最後にチェックボックスにチェックを入れ、下の「次へ」をクリックで

す。 

2-2-4.2 出品者の情報 

続いて出品者の情報を入力していきましょう。 

 
①店舗名 
これからAmazonで出品するとなると、自分のお店を持つことになりま
す。 
この店の名前を決める必要があります。 
この店舗名ですが、Amazonの販売ページに表示されます。 

 
大抵のお客様は価格で判断されて購入されると思います。 
 



 

ですが、かなり変わった名前にしたり、店舗名としてふさわしくない名

前のお店で購入したいと思いますか？ 
 
お客様の立場や自分が購入する立場になって考えて命名してあげましょ

う。 
店舗名はいつでも自由に変更できるますが、今後販売していくパート

ナーと思って付けてあげるとよいかと思いますよ。 
 
また、Amazonのルールで店名を付ける際、出品者の商号の一部に「ア
マゾン店」、「＠Amazon」、「＠アマゾン」等の文言を使用すること
はできませんので注意が必要です。 
 
②住所 
販売者の住んでいる住所を入力します。 
  
③電話番号認証に使用するPINの受け取り方法 
本人確認の為の認証方法を選択します。 
これはそのままSMSで良いでしょう。(もしスマホを持っていなくて
SMSが受信できない場合は「電話」を選択しましょう） 
  
④電話番号 
この入力した番号宛てにSNSが届くので、ちゃんとSNSが確認できる電
話番号を入力してください。 
携帯の電話番号がオススメです。 
 
⑤ 
電話番号を入力したら、その横の「すぐにSMSを受信する」をクリッ
ク。 
そして、届いたPINコードを入力し、「検証」をクリックしてくださ
い。 



 

 
次に運営責任者名を求められたら、あなたの名前を入力します。 

 
 

3-2-4.3 クレジットカード情報の入力 

 
登録したクレジットから以下の料金が引かれます。 
 
・大口出品の月額登録料 
・購入者からの返金 



 

 
こちらはAmazonで販売が始まって売上金と相殺されます。 
 
クレジットカード情報を入力したら、 

その下の表示されている住所にチェックを付け「次へ」をクリックです。 

3-2-4.4 商品情報 
最後に商品情報を入力する画面になります。 
これは出品する商品があるわけではないので入力しなくても良いので、 
スキップしましょう。 
 

 
カテゴリーも同様に決まっていないのでスキップしてください。

 
 
これで出品アカウント登録は完了です(^▽^)！ 



 

アカウントを開設したら販売を行うセラーセントラルに知っておくとよいで

しょう。 
次の章ではセラーセントラルについて解説していきます。 
 

4.セラーセントラル 
出品者の登録、お疲れ様でした！ 
登録が終わりましたが、もう少しだけ設定をする必要があります。 
まずアマゾンセラーセントラル画面にアクセスしましょう。 
アマゾンセラーセントラルは、商品の価格変更や出品、出品者情報の変

更などを行うことができます。 
 
この章ではAmazonで販売を始めるために必要な設定やセラーセントラルの使
い方についてお話ししていきます。 
 

4-1.事前準備 
ここではAmazonの販売で利用するセラーセントラルについてと必ず必要な売
上金の入金用の銀行口座の登録方法を説明いたします。 

4-1-1.アクセス方法とブックマーク 
セラーセントラルにアクセスします。 
セラーセントラル 
 

 
サインインをクリックです。 
するとログイン画面になります。 

https://sellercentral-japan.amazon.com/


 

 
登録したメールアドレスとパスワードを入力するとセラーセン

トラルにアクセスできます。

 
登録したメールアドレスとパスワードを入力するとセラーセントラルに

アクセスできます。 
セラーセントラルはよく利用することになるので、ブックマークしてお

くと便利です。 
 
セラーセントラルにアクセスした状態で→部分の星のマークをクリック
し、完了を押します。 

 
 
 
ブックマークバーに表示されていればOKです。 

 
ブックマークバーはカスタムすることができるので、 
使用しやすいようにカスタムしておくととても便利です。 

4-1-2.銀行口座を登録する 
続いて、セラーセントラル画面から銀行口座情報を登録します。 



 

セラーセントラルの右上の「設定」にポイントして、「出品者アカウン

ト情報」をクリックします。 

 
 

 

 

銀行口座情報をクリックします。 

 

必要事項を入力します。 

 

はてなマークにポイントすると説明が表示されるので、必要事項を確認の上

入力してください。 



 

 

「銀口座情報を設定」をクリックして完了です。 
 
登録した口座に商品が売れた際の売上金が振り込まれる事になります。 
 
出品アカウント登録の際には設定していませんので、必ず登録しておき

ましょう。 

4-1-3.出品者プロフィールの設定 
ここでは店舗名や住所、電話番号といった情報を載せるページです。 
ここに入力した情報は「特定商取引法に基づく表記」の欄に記載されま

す。 
 
「設定」→「出品者用アカウント情報」→「出品者のプロフィール」を
クリックです。 

 
必要事項を入力し、「保存」をクリックして完了です。 
電話番号や住所、事業者名称など特定商取引法の表記は必須です。 
必ず記載しましょう。 



 

 

4-1-4.支払情報の設定 
支払い情報では以下の設定や変更が行えます。 
 
・銀行口座の情報 
・クレジットカード情報 
・広告費の支払い設定 
・支払い方法の設定 
 
銀行口座の設定やクレジットカードの設定は済んでいますので変更や再

度設定する必要はありません。 
 
広告費の支払い設定は今後広告を使ったときにクレジット決済か売上金

から差し引くかの設定ができます。 
 
支払い方法の設定では自己発送の場合の支払い方法が選択できるように

なっています。こちらもFBA利用する場合は変更しなくても大丈夫で
す。 

 



 

4-2.セラーセントラルについて 

 

4-2-1.注文管理 
自己発送する商品などの注文の管理ができます。 
FBAの注文数や注文の詳細もここから見ることができます。 

4-2-2.パフォーマンス 
ここでは購入者からのメッセージ通知や自分の店舗に対する評価を見る

ことができます。 
お客様からのメッセージに対して24時間以内に返信することが推奨され
ています。 
24時間以内に対応できないとアカウントの評価にもつながっているよう
ですので、できるだけ早い対応を心がけたいものです。 
 



 

返信内容の送信に時間のかかる場合は再度連絡する主の内容を送り、再

返信するようにしましょう。 

 
インターネットで買い物するときにどのお店で購入しようかの指標にな

るのがこの評価です。 
 
お客様は評価の高いストアから商品を買いたいと思うのが当然ですよね。 

 

「評価の低いストアで買ったら、故障しやすい商品かもしれない。 
それなら評価の高いストアで買ったほうが、アフターフォローがしっか

りしているかもしれない。」 
お客様は安心も一緒に購入したい、そう考えていると思います。 
 
評価＝安心材料となるので良い評価をいただきたいものです。 
 
評価は星の数で表されています。 
 
5つが最も高い評価で、1が最低の評価になります。 
 
できるだけ5または4の評価を貰えるように心がけましょう。 
 



 

何に心がけたらよいかは、Amazonのルールに従って出品していれば大
丈夫です。 
特に梱包や商品のラベル添付の貼り間違いなどに十分気を付けて販売し

ていれば大丈夫です！ 
それでも3以下の評価をいただいてしまったときにはAmazonに評価の削
除依頼をしましょう。 
たまに心無い評価を付けてくださるお客様もいらっしゃいますが、大丈

夫です！ 
 
そんな時は評価の削除依頼を行いましょう。 

 
お店の評価ではないことを記入してある場合など、評価の削除を求める

ことができます。 
 
評価の削除の依頼はとても簡単にできます。 
評価の星の右側にある「過去1年以上の星の数」をクリックです。 



 

 
アクションの部分をクリックすると削除依頼が表示されます。 

 
削除を依頼するには、「はい」をクリックします。 
するとAmazonから評価の削除の是非が表示されます。 

 

4-2-3.重要な知らせ、新着情報 
重要なお知らせや新着情報ではAmazonのルールの改定や新しく始まる
プログラムなどあらゆるニュースがこの一覧で見ることができます。 
 
あってほしくない事なのですが、Amazonのシステム障害は結構な頻度
で起こります。 



 

年末年始などの繁忙期にはFBAの倉庫は大混雑します。 
そんなFBAの納品の遅延などもここで確認できます。 

4-2-4.Amazon出品コーチ 
ここではAmazonが推奨する在庫の補充や価格の改定、人気商品などを
教えてくれます。 
この販売実績から算出されているようです。 
 
「在庫」 
在庫が少なくなって補充したほうがいい商品を教えてくれます。 
「価格」 
価格の設定についてアドバイスしてくれます。 
 
「出品」 
Amazonが推奨する商品を教えてくれます。仕入れの参考にしてもいい
です。 

4-2-5.決済情報 
こちらから指定の銀行口座に支払われたまたは支払われる予定の入金さ

れる金額を確認することができます。 
「支払額の概要を表示」をクリックすると、「ペイメント」ページが表

示されます。 

 



 

 
ペイメントでは次回支払われる入金金額の確認や売り上げの記録を見る

ことができます。 
 
 
 
 
 
次回支払われる入金金額の確認は「一覧」で確認できます。 

 



 

また、「トランザクション」では販売した商品の入金金額を個別に確認

できます。 
在庫の補充や売り上げの管理をするときに必要な情報がここでは確認で

きます。 

 
 

4-2-6.ケース履歴の管理 
ケース履歴の管理ではAmazonテクニカルサポートに問い合わせた内容
を確認することができます。 

 
Amazonに問い合わせをするには、「サポートを受ける」をクリックし
ます。 
セラーセントラルのページの一番下の左側に必ず、表示があります。 
 
「サポートを受ける」をクリックするとヘルプページが表示されます。 



 

 
「お問い合わせ」からテクニカルサポートに問い合わせすることができ

ます。 
 
サポート内容を問われますので、そちらに入力し「サポートを受ける」

をクリックです。 
すると、問い合わせの一覧が表示されるのでそこから問い合わせができ

ます。 

 
 
問い合わせの方法は、電話・メール・チャットがあります。 
（問い合わせ時間外はメール対応のようです） 
メールやチャットで問い合わせたほうが、後で確認が簡単ですのでお勧

めです。 
 



 

この窓口はかなり親切で丁寧ですので、わからないことは何でも気軽に

利用しましょう。 

4-2-7.売り上げ実績 
こちらでは過去30日間までの売り上げの金額を確認することができま
す。 
「売り上げ実績の詳細はこちら」をクリックすると「売り上げダッシュ

ボード」で売り上げの実績を見ることができます。 
（こちらは「レポート」→「ビジネスレポート」でも確認できます。） 
 

 
 
ASINとはAmazonの商品管理番号です。 
ASINについてはこちらをご覧ください。 



 

 
ダッシュボードでは「日別」「ASIN別」の販売実績が確認できるので
過去に販売できた商品を確認したり、何がどれくらい売れているか確認

できるので仕入れにかなり役に立ちます。 

 
 
 
 



 

4-2-8.セラーフォーラム 
セラーフォーラムでは過去にセラーから寄せられた質問疑問の回答を閲

覧することができます。 
テクニカルサポートに聞くほどではないんだけど、、ということはこち

らで解決できるかもしれません。 
 
ただし回答者はAmazonではないセラーなので回答内容によってはテク
ニカルサポートに問い合わせをしたほうが確実な回答を得ることができ

るかもしれません。 

 

4-2-9.在庫健全化ツール 
ここでは在庫の補充または過剰在庫について確認できます。 



 

 
「在庫ダッシュボードを表示」をクリックすると「在庫ダッシュボー

ド」が表示されます。 

 
「在庫の補充」では今後予想される在庫補充の必要な商品が確認できま

す。 
「余過剰在庫の管理」では販売できていない在庫についてAmazonから
改善の提案が確認できます。 
 
販売している商品が売れていないときなどこちらも確認して商品の情報

を改定するといいです。 

4-2-10.サポートを受ける、規約・ガイドライン 
サポートを受けるは3-2-6.ケース履歴の管理を参照してください。 



 

規約・ガイドラインについては面倒でも一度確認してみてください。 
 
内容が多くて覚えられない！なんて声が聞こえてきそうですけど、覚え

なくても大丈夫です。 
やっていくうちにすこしづつ覚えていきましょう。 
規約・ガイドライン 
 
Amazon出品サービス 
 

5.出品規制対応 

5-1.Amazonの出品規制とは 
Amazonでは販売できる商品と販売できない商品があります。 
出品には様々なAmazon独自のルールに基づいて出品することができま
す。 

 
Amazon　ヘルプページ　制限対象商品 
 
Amazonではお客様に安全にショッピングを楽しんでもらうためにセ
ラーが出品できる商品を規制しています。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=521&language=ja-JP&ref=mpbc_4115_cont_521
https://s3.amazonaws.com/JP_AM/guide/soa_guidebook/soa_guidebook.pdf
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/200164330?language=ja-JP&ref=mpbc_1085374_cont_200164330


 

 
そもそも出品が禁止されている商品もあれば、 
申請をすれば出品できるものもあります。 
 
年々出品制限が複雑になり、ネットでも様々な情報があります。 
また、セラー毎にカテゴリーの制限が作られているようです。 
 
ですがAmazonは何の前触れもなくルールの改定をします。 
 
今できることは明日、今日、できなくなることもあります。 
 
ですのでAmazonからのメール、セラーセントラルのお知らせなどよく
確認しておく必要があります。 
 
そのためここではどのカテゴリー、どのブランドに出品制限がかかって

いるかは割愛させていただきます。 
(※Amazon　出品規制などで検索すると出できます。） 
 
ではどんなことに気を付ければよいのか？ 
卸仕入れではどんなことができるのか、ということをお伝えします。 

 

5-2.Amazon出品規制　卸仕入れは出品規制は解除しやすい 
出品規制を申請し解除するには大口出品者であることが条件となりま

す。 
次の章でもお話ししますが、 
 
「商品の購入に対してメーカーまたは卸業者が発行した

請求書1通以上」 
 
「 商品の販売を許可するブランドからの書類1通」 
 



 

「販売する商品の画像」 
 
が必要になります。 
 
卸問屋からの仕入れであれば請求書などは発行してもらえます。 
 
ただ、これはあくまでメーカー・ブランドの出品規制のお話です。 
カテゴリーの解除できないものもあるので注意が必要です。 
 
最近の出品規制ではセラーそれぞれの販売実績（そのメーカーやブラン

ドを販売したことの有無、カテゴリーは申請許可が下りているか否かな

ど）によってAmazonが取り決めているようです。 
 
そのようなわかりにくい面や申請が必要というひと手間がある事という

のは、実はチャンスが隠されています。 
出品が規制されている＝参入壁が高くライバルが増えにくいという面も

あり、是非出品規制のかかっている商品を出品していただければと思っ

ています。 
 
 
 

5-3.Amazon出品規制　卸仕入れで仕入れ前にやるべきこと 
卸仕入れでは請求書がもらえるのでなんでも仕入れても出品ができると

言いましたが、カテゴリーの出品制限は解除できないものもあります。 
 
仕入れしたのに出品できない！なんてことはできるだけ避けたいもので

す。 
 
ここでは仕入れる前に出品できるかを確認する方法と出品規制の解除を

するための申請の方法を見ていきましょう。 

5-3-1.出品規制商品の確認方法 
出品規制であるかは商品を登録する際にわかります。 
 



 

商品登録をしなくても仕入れる前に必ず商品登録ページで規制がかかっ

ているか確認してみましょう。 
 
ブランドの商品規制確認方法 
セラーセントラルの「カタログ」→「商品登録」をクリックします。 

 
このように「出品許可の申請」の青いボタンが出ると規制がかかってい

ます。 
制限のかかっていない商品は 
「商品を登録」というボタンが出て、商品の登録ができます。 
 
カテゴリーの出品規制確認方法 
カテゴリーの商品規制の確認方法も「商品登録」をすることで確認でき

ます。 



 

 
カテゴリーは出品規制がかかっていると「利用できません」や「出品許

可を申請」と表示されます。 

5-3-2.出品規制商品の申請方法 
次は出品規制商品の申請についてお話しします。 
 
事前準備として、請求書をPCなどに保存しておきましょう。 
 
出品規制商品の確認方法で行った手順で、商品登録画面で「出品許可を

申請」をクリックです。 

 
 
 



 

 
 
 
「商品の購入に対してメーカーまたは卸業者が発行した請求書1通以
上」にチェックを入れて連絡先などの入力をします。 
 
また、仕入れた商品の画像も添付します。 
 
請求書の添付が求められるので事前に準備しておいた請求書の画像を添

付して申請完了です。 
 
 

5-4.Amazon出品規制　卸仕入れで仕入れ時にやるべきこと 
Amazonの出品規制の申請では請求書が必要ですので仕入れの際は必ず
発行してもらいましょう。 
 
請求書だけでなく、領収書や納品書も一緒に発行してもらいましょう。 
 
Amazonの出品規制の解除に必要なだけでなく、仕入れた商品が届いた
際の確認や確定申告に必要な書類になるので発行してもらいましょう。 
 
NETSEAの請求書発行の仕方 
 
スーパーデリバリーの場合は、出展企業およびスーパーデリバリーから

は発行しておりません。  

https://www.netsea.jp/help/manual/invoice.html


 

必要な場合は、決済方法に応じて代用することとなります。 
発行書類について　ヘルプ　スーパーデリバリー 
 
ただ、必要な主旨を卸問屋に伝えると初回のみ発行してくれる問屋も多

数ありますので、必要な時は卸問屋にお願いしてみましょう。 
 
 

5-5.出品規制商品を仕入れてしまったとき　Amazonで出品で
きないときの対処法 
絶対大丈夫だと思って仕入れた商品が実は出品できない商品だった！ 
なんてこと、ありました(;^ω^) 
そんな時はどうするか？ 
 
まず考えたいのは返品です。 
注文のキャンセルか発送がまだならば返品をお願いしてみましょう。 
 
もう手元に届いてしまった商品も返品できないか交渉してみましょう。 
 
それでも返品できない場合は、Amazonでない場所で販売しましょう。 
 
インターネット販売ができるのはAmazonだけではありませんよね。 
 
ヤフーショップのようなモール型のショップ、ヤフオクなどのオーク

ション、メルカリをはじめとするフリマサイトなどがあります。 
 
Amazon以外で販売してみると、AmazonのFBAや出品の素晴らしさに
気が付くと思います。 
また、今後Amazonだけでない販路で販売するのによい機会となるので 
是非挑戦してみてください。 
 
ただ、気を付けなければいけないのは卸問屋がオークションやフリマで

の販売を禁止しているところがほとんどだと言うことです。 
（オークションもフリマも可能なところもあります） 
 

https://www.superdelivery.com/p/contents/guide/help/payment_01.jsp#seikyu


 

販売していることが見つかって卸問屋との取引ができなくなってしまう

可能性もあります。 
 
それだけで済めばよいですが、卸が禁止している＝メーカーが禁止して

いることが殆どかと思います。 
 
最悪、卸問屋がメーカーとの取引ができなくなるということにもなりか

ねません。 
 
よく確認して販売しましょう。 
 
Amazonに出品できる商品の確認が済んだら、次は納品していきましょ
う！ 
 
次の章では納品作業に必要な便利な道具をご紹介していきます。 
 

6.備品準備 
卸仕入れのせどりは何が必要か、最小限でまとめました。 
 
紹介するものは私が必要最低限と考えているものです。 
 
もし必要だと思うものがあったり、これはいらないなって思うものが

あったら無理にそろえなくていいと思います。 
 
やっていくうちに必要なものを買い足すくらいがちょうどいいと思って

います(^^) 
 
段ボールなど必要と思われた方もいるかもしれませんが、卸仕入れの場

合は段ボールで梱包されてくるのでその段ボールで経費削減しましょ

う！ 
 
私が必要と考えているのは11アイテムです。 
有料のものもありますが、無料で賢くやっていってきましょう。 
 



 

6-1.ネット環境 
自宅にネット環境を導入しましょう。 
 
モバイル式でもなんでも構いません。 
 
しかし、公共のWi-Fiを使ってセラーセントラルを使うことは絶対にや
めてください。 
 
アマゾンでは、同じwifi（アクセス）経由で違うアカウントにログイン
していると不正アクセスとみなされて、アカウントが凍結される場合が

あります。 
 
その場合、規約違反となり、運営できないという流れになる可能性があ

りますので注意が必要です。 
 

 



 

外出先で仕事をしたいのであればモバイルルーターを使えばできます

ね！ 
 
 

6-2.パソコン 
どんなものでも構いませんが、ある程度の処理能力のあるものを購入し

たほうがいいと思っています。 
 
中古パソコン 
 
 
古いパソコンでも処理能力の低いものでもできなくはないですが、 
ページの表示が遅かったりかなり弊害があります。 
 
高価なパソコンでなくてもいいのでCPUは可能な限り高スペックなもの
を選びたいものです。 
 
新品でなくても中古でもいいものが沢山あります。 
 
2～3万円で結構スペックのPC変えてしまうので、検討してみてくださ
いね～ 

6-3.プリンター（インクが顔料インクが使えるもの） 
FBA倉庫納品の際には商品に添付するラベルと配送箱に貼るラベルを印
刷する必要があります。 
 
このラベルの印刷に必須なことは白黒印刷ができて、A4サイズが印刷で
きること、インクがにじまないことです。 
 
特にインクには十分注意が必要です。 
 
FBAに納品された配送箱のラベルや商品に添付したラベルはバーコード
を読み取ることで納品可能となります。 
 

https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U7HYL+OEUWA+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fhb.afl.rakuten.co.jp%2Fhgc%2Fg00pwm44.2bo11e27.g00pwm44.2bo12d6c%2Fa10101984567_1U7HYL_OEUWA_2HOM_BWGDT%3Fpc%3Dhttp%253A%252F%252Fitem.rakuten.co.jp%252Foa-plaza%252Fhp-430-i5%252F%26m%3Dhttp%253A%252F%252Fm.rakuten.co.jp%252Foa-plaza%252Fi%252F10010960%252F


 

しかしこのラベルがにじんでいてバーコードが読み取れないと「納品不

備」というペナルティを課せられてしまうことがあります。 
 
それでも受領してくれればいいのですが、最悪着払いで返送されたりす

ることもあります。 
 
納品ラベルについて 
 
Amazonのヘルプページも一読することをお勧めします。 
 
こちらにはレーザープリンターを使用してくださいとあります。 
 
ですが、私は今もインクジェットプリンターを使っていますが納品不備

になったことはないです。 
 
絶対大丈夫ではないですが、参考にしてみてください。 

6-4.印刷用紙（A4) 
FBA倉庫に納品する際の配送箱に貼るラベルを印刷するためのものにな
ります。 
安いもので構いません。 

6-5.ラベル用紙（A4　40面） 
FBAに納品する商品に添付するラベルを印刷するものになります。 
 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/G200141490


 

 
ラベルは以上のような使用であればどの使用を採用してもいいですね。 
経費削減には、40面です！ 
 
ラベル40面 
 
ネットでも店舗でも購入できます。 
 

6-6.布テープ 
以前はクラフトテープを使っていましたが、今は布テープを使っていま

す。 
 
手でもよく切れるのでいいですね。 
 
以前使っていたクラフトテープを使う場合は刃をつけて使っていました

が、子供がいるのでできるだけ刃物を使わなくても良いものをえらんで

います。 
 

6-7.OPPテープ（幅が5CM位のもの、1.5CM程度のセロテー
プ） 
OPPテープは梱包等に使用しています。 

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1O56SC+7EQA3U+249K+BWGDT&a8ejpredirect=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fdp%2FB07VHMN18T%2F%3Ftag%3Da8-affi-296514-22


 

次に紹介するOPP袋のサイズに合わせて、太さを選べるように細いもの
も太いものの2種類用意しています。 

6-8.OPP袋、ビニール袋各種サイズ 
商品サイズに合わせて袋も用意しています。 
 
といっても、仕入れた商品がどれくらいのサイズに入るか分からないこ

とも多いですし、袋に既に入っている物も多いです。 
 
なので、多く使うサイズの物のみ前もって買っています。 
 
私は標準サイズの仕入れが多いので、A４サイズのOPP袋や12〜13号の
ビニール袋を在庫しています。 

6-9.ハサミ、カッター類 
箱を開封したりする際に使用します。 
 
といっても、新しく買い換える必要はなくあるもので十分だと思いま

す。 

6-10.仕入れ資金 
いくらあれば良いか？という疑問が出てくると思いますが、余裕資金を

仕入れに使うことをオススメしています。 
 
多ければ、売上や利益が出るスピードが早まるイメージです。 
 
少なくても少しずつ増やせます。 
 
仕入れ資金の目安は目標利益の3～4倍位がいいと思っています。 
 
月の利益を5万円に設定するなら、仕入れ額は20万～25万円は必要25で
す。 
 



 

卸問屋からの仕入れは前金の事も多いですので、仕入れ資金は用意でき

たほうがいいです。 
 
でも資金を用意できない人もいると思います。 
 
せどりを始める時の私がそうでした。 
 
そんな時はクレジットカードも合わせて駆使して仕入れを行いましょ

う。 
 
「3.アカウント開設」「3-1.事前準備」の「3-1-1.クレジットカード」 
こちらでクレジットカードについて解説しています。 
参考にしてみてください。 
 
現金でもクレジットでも仕入れる金額には細心の注意が必要です。 
 
Amazonからの売上金が入って来る前に仕入れ金額が無くなり仕入れが
できなくなる可能性があります。 
 
最悪、仕入れた卸問屋に支払いが滞り、仕入れできなくなる可能性もあ

るので注意が必要です。 

6-11.Amazonセラー　アプリの取得 
こちらは必須ではありませんが、スマホでも売り上げや注文を確認でき

て便利なので必要と思う方はアプリの取得をお勧めします。 

 
店舗せどりでは必須のアプリです。 
PCが使えないときでも、スマホなら見れるって時ありますよね。 



 

 
そんな時大活躍してくれます。 
 
売れ筋ランキングなども見ることができるので、次にリサーチ何にしよ

うかな？なんて時のヒントになったりしますよ。 
 
準備も整い、そろそろリサーチに入っていきましょう！ 
リサーチについてを次章でお話ししていきます。 
 
 
 

7.仕入れ基礎 
ここでは仕入れの基礎をお伝えしていきます。 
 
動画を撮影しましたので、 
そちらと合わせてご覧いただけたらと思います。 
※注意　こちらの動画には子供の声が入ってしまっています。 
お聞きづらいところがあり、 
申し訳ありませんがご了承の上こちらの動画をご活用ください。 
リサーチ動画 

7-1.仕入れ動画内容 
0：00～1：25　卸サイトについて　「スーパーデリバリー」 
1：25～2：15　お勧めの卸問屋　「グンゼ」の紹介 
2：40～4：00　実際のリサーチ　リサーチのポイントなど 
4：00～6：30　「グンゼ」狙い目の仕入れ商品　見方 
6：30～8：00　仕入れ判断のためのツール「DELTA tracer」「keepa」 
8：00～9：00　ツール「DELTA tracer」「keepa」の見方 
9：00～9：45　モノレート・モノゾンについて 
9：45～10：50　FBA料金シュミレーターの使い方について 
10：50～12：00　卸問屋の商品在庫数を確認する方法 
12：00～12：40　仕入れる量の判断について 
 
この動画では卸サイト「スーパーデリバリー」 
で実際にリサーチをしています。 
これから解説するツールについての使い方なども撮影してあります。 

https://youtu.be/JtP1PYKKrno


 

 
リサーチってどんな風にやったらいいのかな？ 
といまいちピンと来ていなかった人も 
この動画をご覧いただいて確認していただけると幸いです(^^) 
 
※モノレートを使ってリサーチしている場面もありますが、仕入れ判断

など考え方は一緒です。 
 

7-2.リサーチに便利なツール 
せどりの基本のリサーチはモノレートを基本に仕入れを判断材料にしま

す。 
次章からはその使い方やどのように表示されるかを説明いたします。 
FBA料金シュミレーター以外はグーグル拡張機能から「chromeを追
加」をクリックするだけで追加、利用できるようになります。 

7-2-1.keepa（※2019年2月より有料） 
keepa 
 

7-2-2.DELTA tracer 
DELTA tracer 
Amazonでは以下のように表示されます。 
商品のページを開いて下にスクロールしてみてください。 

https://chrome.google.com/webstore/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo?hl=ja
https://chrome.google.com/webstore/detail/delta-tracer/cmpednmpldfkcfkagpbcjdofgknigkoc?hl=ja


 

 

 
 
 
DELTA tracerは販売価格の推移や出品者数の推移、販売実績がわかるグ
ラフが表示されるだけでなく、見込み利益や1,2,3か月の販売数なども表
示してくれます。 
 



 

キーワードなどで絞ったときに表示されるページでは商品毎に簡易版の

DELTA tracerの表示が出ます。 

 
正直このツールだけでもいいのでは？？ 
と思ってしまうくらい便利なツールです(^^) 

7-2-3.キーゾン 

キーゾン 

keepaの補助ツールです。 
 
 

7-2-4.FBA料金シュミレーター 
FBA料金シュミレーター 

https://chrome.google.com/webstore/detail/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%B3/omnpnodbhognoblgbjmlagejkioccpih?hl=ja
https://sellercentral.amazon.co.jp/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=ja_JP


 

この商品は販売できたらどれくらい手数料がかかって、利益はいくらに

なるかを見積もることができるツールになります。 
使い方は検索窓に調べたい商品の商品名やJANコードなどを入力しま
す。 

 
「商品代金」→販売できそうな価格、「商品原価」→仕入れできる価格
を入力します。 
 
利益の計算だけでなく、損切りした場合（赤字になる）の価格も計算し

ておくといくらまで値下げできるかを計算できるので目安になります

ね。 
 

8.卸問屋情報 
この章では卸問屋についてを解説していきます。 
 
卸サイトの登録についてやクーポン、特徴についてを動画でまとめまし

た。 
是非参考にしてください。 



 

 
卸サイトの使い方動画 
 
0：00～2：20　TEN TO TEN-MARKET 
0：20～4：00　いー卸問屋 
4：00～6：50　NETSEA 
6：50～9：38　スーパーデリバリー 
 
後払い決済については以下のリンクを確認してください。 
Paid 
ＮＰ掛け払い 
 
PaidやＮＰ掛け払い以外にも後払いシステムはあります。 
キャッシュフロー状況に応じて積極的に使っていきたいものですね！ 
 
 

8-1.卸サイト登録前に 
卸サイト登録には開業届を提出する必要があるところが殆どです。 
 
開業届ってどうやって出すの？と思っている方も多いのでは？ 
そんな時はfreeeで簡単に開業届を作成することができます。 
開業freee 
 
NETSEAは開業届なしでもサイト登録は可能ですが、今後も卸問屋で仕
入れすると考えると開業届を提出しておいた方が、卸問屋と取引きしや

すくなります。 
 
届け出は簡単で開業freeeの質問に答えていくだけで書類を作成してく
れます。 
 
その後は郵送でも届け出ることができるので、税務署にわざわざ行かな

くてもよいので便利です。 
 
控えも一緒に郵送して、返信用封筒を同封して発送すればOKです。 
 
 

https://youtu.be/k8AGo2KHCjU
https://www.superdelivery.com/p/contents/guide/paid_intro.jsp
https://np-kakebarai.com/buy/
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=35RZVN+5PEMSQ+2XTQ+ZQNG3%20------------------------------------------------------------[PR]--


 

ショップのURLについて 
ショップのURLですがAmazonて価格をものすごく下げることでメー
カーや卸問屋でも有名でかなり評判が悪いです。 
 
ただ今の時点ではAmazonのネットショップURLしか持っていないので
他にもネットショップを持つことをお勧めしています。 
 
そうなんです！建前はAmazonでガンガン販売するけど、Amazonは系
列ショップの位地つけにしておいて、自己サイトを作ってこれを自分の

サイトとして登録を進めましょう。 
 
無料ですぐにショップが作れてしまう「BASE」がお勧めです。 
自己サイト開設ならBASE 
 
メールアドレス、パスワード、自分で決めたショップのURLを入力して 
登録すれば完了です。 
 
商品を掲載しましょう！

 
と言ってもここでは販売するというよりもお店があるという実態づくり

のためのネットショップです。(今後卸サイトの審査に通過させるため
に作成する建前のネットショップという位置づけです。) 
 
広告などで宣伝しない限り、自己サイトで買われるということはまずな

いです。 

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZPVGX+9713FU+2QQG+691UR


 

 
審査申請のためには、BASEショップに商品を掲載しましょう。 
掲載するといっても、「NETSEA」などでドロップシッピング(直送)対
応のサプライヤーの商品を店に掲載します。 
※ドロップシッピングとは 

 
「NETSEA」の検索窓に「ドロップシッピング」「直送」で検索すると
沢山商品が出てきます。 
 
画像掲載が可能な商品をえらびます。 
 
 
 
 
 
例えばこんな商品です。 

 
 
直送可能で画像の掲載もできる卸問屋さんがありますので、その画像や

商品情報を自分のBASEショップに掲載して行きます。 
 
卸問屋からの直送の商品なら、万が一注文が入っても安心です。 



 

 
（※自己サイトを作って何も対策をしなければ多分お客様の目にも触れ

る事がないともっていいと思います(*_*;念のための対応となります） 
 
この自己サイトをショップのURLに使用すると、卸問屋がこのショップ
を見て判断する事になるので沢山品ぞろえをしなくてもいいですが、 
5～10点くらいはしておきたいところです。 
 
統一感のある商品(雑貨なら雑貨のみを5種類～)掲載させるイメージで
す。 
 
またインターネット販売に必要な項目も入力をしてくださいね。 
 
「特定商取引法に基づく表記」の登録です。Amazon出品者登録でも必
要でした。 
 
同じようにこちらも入力しましょう。 

 
 
これで建前は自分の販売サイトで販売します、でもAmazonでも販売し
ます、と卸サイトや卸問屋にも胸を張って言うことができます。 
 
 

8-1-2.卸問屋のアカウント開設 

①NETSEA登録 
必須項目を記入しましょう。 
NETSEAのバイヤー登録はNETSEAのサイトの上部にある 
「仕入れ会員登録をする」からできます。 

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZPVGX+8AVORU+32MI+609HV


 

 

 
赤い「必須」となっている項目が入力できればOKです。 
 
ただ、これはどう入力したほうがいいの？と迷うところをお話しします

ね。 
 
1.会社形態 
この教材を買っていただいている皆さんは 
「個人事業主」「その他」を選択でいいと思います。 
NETSEAは開業前であっても利用できます。 
2.会社名 
個人事業主の場合は名前で良いようです。 
開業前の方も名前でいいでしょう。 

 
 
次にどうしたらいいのか悩むのがここです。 
取り扱う商品を問われます。 



 

 
 
予めどんな商品が決まっている場合は「業種別取扱商品一覧」を見て選

択できます。 
 
ただ、幅広く商品を扱えたほうがリサーチや仕入れの制限をしなくて済

むと思います。 
 
「雑貨・生活用品小売業」を選択しておくといいかなと思っています。 
 
このカテゴリーならどんな商品を扱っても該当しないということがなさ

そうです。 
 
サプライヤーに取引申請しよう！ 
会員登録ができたらサプライヤーに取引申請を送りましょう。 
 
できるだけたくさんのサプライヤーと取引できれば、仕入れの幅が広が

るのでたくさんのサプライヤーに申請を送りたいところです。 



 

NETSEAには取引を一括で申請する機能があります。

 
 
マイページ→一括取引申請するをクリックです。 

 
 
 
 



 

すると、このページで自己紹介情報を入力できるのでここに入力しま

す。 

 
以下は私の情報のページです。 
参考にされてくださいね。 

 
 
この情報によって取引できるサプライヤーが決まりますので、入力でき

るところはしっかり入力しましょう。 
 
この一括申請が終了して、サプライヤーが申請を許可すると晴れて仕入

れができるようになります。 
 

②スーパーデリバリーの登録 
次はスーパーデリバリーです。 
 
登録や登録後の流れはNETSEAと大体一緒です。 
ここではスーパーデリバリーの登録画面について詳しく書いていきま

す。 
 



 

スーパーデリバリーは入会資格があります。 
 
入会資格について 
 
NETSEAのバイヤー登録と同様、必須に入力していきます。 
 
店舗運営をすでにされている方以外はネットショップのみの方が多いと

思います。 
 
ですがネットショップURLをAmazonのURLで審査を通すのは難しいか
もしれません。 
 
入会資格にも記してありますが、「極端な値下げ」→Amazonの事を指
していると思われます。 
 
スーパーデリバリーでは出展者がAmazonでの販売を禁止しているとこ
ろも多いです。 
 
ちなみに私はヤフーショップのURLで審査は通過できました。 
 
ヤフーショップも近年では出品審査が厳しくなっている時期があった

り、緩くなっている時期があるので何度か挑戦する覚悟で審査を通すこ

とをお勧めします。 
 

https://www.superdelivery.com/p/contents/guide/help/m_registration.jsp


 

 
ヤフーショップや自分のサイトがない人は店舗があると審査が通りやす

いはずです。 
 
自宅を店舗兼事務所と名乗っても何も問題はないはずです。 
（※審査通過を保証するものではありません） 
 
もし自宅などを一部店舗として申請できるなら条件に合った写真を用意

しましょう。 
(※店舗登録の際は、スーパーデリバリーの申請が必要になります。) 
 
 
 
 
【申請の進め方】 
店舗または倉庫（荷物を保管する場所）、事務所の様子、看板の画像な

どを求められます。 
 
私の場合は、 
 
自宅の机にパソコンを置いている画像 
部屋に段ボールが積まれている様子 
表札を（一時的に貼った）入り口の画像 



 

以上を提出しました。 
 
店名の表札はこういったショップで安く作成できます。 

 
表札プレート 
表札プレート 
 
それを踏まえて登録をしましょう！ 
これだけ参入壁画高いのでライバルの少ない商品を仕入れられる可能性

が高いです。 

 
メールアドレスを入力して、「メールを送信して登録開始」をクリックです。 

 
するとすぐに登録フォームのリンクが張り付けられたメールが送られて

きます。 
このリンクをクリックです。 

https://amzn.to/32ySfYP
https://amzn.to/32DPR3g


 

 
必須事項を入力しましょう！ 

 
 
この申請が終了すると、スーパーデリバリーの方から所在確認の電話が

かかってきます。 
 
電話で話す内容は、「どんな商品を扱うかの確認」などです。 
申請したとおりに答えれば大丈夫ですよ。 
 
スーパーデリバリーは登録した月はトライアル期間で無料で使うことが

できます。 



 

会員になるとひと月2000円で利用することができます。 
 
卸サイトで有料ってあんまりないです(;・∀・) 
仕入れないと損(;・∀・) 
NAETSEAさんにも出展している卸問屋さんはスーパーデリバリーの方
が通常卸値が安い場合が多いですので、どちらの掛け率の方が卸値が安

いか比べてみてから仕入れを行いましょう。 
 
スーパーデリバリーで仕入れができるようになってくるとメリットが多

いです。 
 
・ポイントがたまる 
・サプライヤーによる割引（初回限定、初回送料無料、定期セールな

ど） 
 
トライアル期間のうちによくリサーチしてみてください。 
 
こちらのコンテンツでもお勧めのサプライヤーを紹介していますので、 
是非参考にしてみてください。 
 
会員情報を入力しよう！ 
審査が通って晴れてバイヤーになったら会員情報を入力しましょう。 
 
サプライヤーがこのページを見て取引を決定されます。 
入力できるところはすべて入力しましょう。 
 
以下は私の会員情報ページです。 



 

 
会員情報の設定が済んだら、NETSEAと同様取引申請を行いましょう。 
 
取引申請は一括ではできず、取引したいサプライヤーを見つけたら申請

する、という流れになります。 

③TEN TO TEN-MARKETの登録 
次はTEN TO TEN-MARKETの登録をご説明いたします。 
こちらの卸サイトも登録後に審査がります。 
 
手順は以下のような感じです(^^) 

 
会員登録について 

https://www.tentoten-market.jp/s/guide/resist


 

リンクから詳細を確認してくださいね。 
 
まずは会員登録フォームを送付してもらうメールアドレスを入力し、 
送信しましょう。 

 
 
するとすぐにメールアドレス宛に会員登録フォームが送られてきます。 
 

 
会員登録フォームは「必須」に入力すればOKです。 



 

 

8-2.卸仕入れに使える卸問屋 
卸サイトの登録ご苦労様でした。 
 
審査などで時間があるうちに、卸サイトを確認しておきましょう。 
 
ここからは卸問屋の情報になります。 
 
リサーチの動画もありますので是非参考にしてみてください。 
（リサーチ動画中子供の声などが一緒に撮影されており、聞き取りずら

い点があるかもしれません。申し訳ありませんが、予めご了承の上閲覧

をお願いいたします） 

8-2-1.TEN TO TEN-MARKET 
 
TEN TO TEN-MARKETリサーチ動画 

https://www.tentoten-market.jp/
https://youtu.be/Kh1h98lmlzg


 

 

 この卸問屋は利益率はそこまで良くありませんが 現在ほとんどライバルがい

ないので、 比較的安定的に仕入れて利益を出すことが可能です。 

 

ナイトメアビフォアクリスマスの人気キャラクター貯金箱が税込み648円でし

た。 

 

 

 

ナイトメアビフォアクリスマスの人気キャラクター貯金箱はAmazonの直販があ

りました。 



 

 

11/27に仕入れ、12/1に納品し、2つとも2週間以内に販売できました。 

 
 

アパレル商品を扱っている印象が強うためか、ライバルも少ない印象です。 

 

アウトレットに出品されている商品は割引率が大きく、仕入れ値がかなり抑え

られます。 

 

販売単位が 1 個からという商品が多い点です。 

 

資金の少ない人でも卸価格で仕入れをすることが出来ます。 

 

出品されている商品は掛率が安くないものが出品されている印象です。 
 
アウトレットコーナーがあり、こちらは破格の掛率で出品されているこ

ともあります。 
また、定期的にセールも行っています。 

8-2-2.WAKEARY 
WAKEARY リサーチ動画 
 
こちらの卸問屋はNETSEAを運営する株式会社 SynaBizさんがやっている卸

問屋です。 

 

企業が抱える余剰在庫や期限切迫品などのワケあり品の取り扱いがありま

す。 

https://www.netsea.jp/
https://youtu.be/w5yKxx4n1tY


 

NETSEAでは定期的にゲリラセールなどを行っていますが、WAKERYではかな

りの頻度で20％～25％の割引率でセールが行われていることが多いようで

す。 

 

 

食品など要管理期限商品が多く出品されています。 

 

Amazonでも人気のある商品がかなり安い卸価格で仕入れることが出来ま

す。 

 

そんな理由もあってライバルが沢山仕入れをしているので、仕入れ商品の選

定には十分な注意が必要です。 

 
価格競争に巻き込まれてしまった事例 



 

絵にかいたような値崩れです(ﾟДﾟ;) 

仕入れ値は割引やクーポン利用で1150円/1個でした。

 

 
販売者が増える前は送料込みで2300円から2400円で推移していまし、 



 

ライバルが多少増えてもすぐに売れるだろうという甘い考えで仕入れました。 

 

現時点で1400円台まで下がっています。 

 

赤字、、、、です。 

 

発注単位も20個からだったので、最小でも20個以上仕入れる必要がありまし

た。 

しかもほかのセラーも同様に在庫を抱えているのでしょう。 

 

この商品を仕入れてしまった原因の一つはこれです。 

 

 

 

みんな大好き、クーポンです(^^)/ 

そう、私だけでなくほかのセラーも大好きでした(;・∀・) 

定期的にゲリラセールも行っていて、 

しかも大きな割引率が魅力ですが仕入れには注意が必要です。 

 

なんですが、そんな注意が必要だからこそライバルも少ない商品を 

仕入れられる可能性も秘めています。 

 

「1.これから取り組む「物販」とは」「・仕入れと売れた物の実例」で
商品の紹介をさせていただいています。 
 

8-2-3.岩三 
岩三のリサーチ動画 

https://www.netsea.jp/
https://youtu.be/vVaJbsgl0-k


 

この卸サイトは商品ページにJANやメーカー、ブランド名の記載が少なくとても

リサーチが面倒くさいです。 

 

そのためライバルも少ない印象です。 

 

検索がやりにくい＝ライバルは減ります。 

 

キーワードや画像検索など使ってリサーチするといいです。 

 

知る人ぞ知るようなメーカーやブランドの商品も結構扱われています。 

 

こんな商品を仕入れましたよ！ 

 



 

 

この商品は22.5センチから28センチまでありました。 

95960円÷288足=約333円/1足で仕入れしました。 
 
こちらの足袋はAmazonで799円で販売されています。 
 
この商品は小型軽量プログラムに該当する商品なので、販売手数料は通

常のFBA手数より安くなります。 

Amazonでは799円で販売できたので利益は187円です。 
 
以下のビジネスレポートを見て頂くと分かりますが、24個仕入れて1か
月の販売実績は24個全て売れました。 
 
全て売れるまで3か月かかりましたが、1商品のリサーチで12倍利益を上
げることが出来ました。 
 
この商品は値下もあまりせずに販売できたので、利益は約5万円になり
ました。 
 
こちらの商品はアマゾン出品大学のデーターからリサーチできたので 
リサーチ時間は30分かかっていません！ 
 
小型軽量商品プログラム商品はすでに販売実績があるものがリストにし

てあるのでここからリサーチすることも可能です。 
 
こちらの卸は送料がかかるので、NETSEAでクーポンがでる時、 

さらにゲリラセールを行っているときに仕入れるのをお勧めします。 

 



 

カテゴリー別にエクセルシートを開くと、小型軽量商品プログラムのみ

に絞って検索することができます。

 
出品大学: 週間出品おすすめデータ 
 

8-2-4.金石衛材（NETSEA,スーパーデリバリー） 
金石　リサーチ動画 
こちらの卸問屋はドラッグストア等々の各種施設向けの卸売サイトで

す。 
注目していただきたいのはこんな商品です。 

 
期間限定でやっているセール品を仕入れることができます。 
 
リピートで仕入れられるような商品が期間限定で仕入れられる可能性も

あるので要チェックです。 
 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201963580
http://www.kaneishi.co.jp/
https://www.netsea.jp/
https://www.superdelivery.com/
https://youtu.be/cAUH1CNBIe0


 

しかし他の参入者が増える場合がありますのでかなり注意が必要です。 
なんですが、金石衛材さんではこんな表示は要チェックです。

 
これは廃盤になった商品なんです。 
 
こういった商品はプレ値になりやすい商品がたくさんありますよね。 
 
ただ、すでに廃盤になっている商品は仕入れることができないので、 
このような表示になる前に気が付く必要があります。 
(ちなみに絆創膏は人の肌に直接貼るものなので、2020年11月現在局所用
製品の出品規制があります。) 
 
そういう情報はメルマガに登録しておくといいです。 



 

 

スーパーデリバリーやNETSEAではメルマガ登録できるので登録してお
くといち早く情報が受け取れます。 

8-2-5.リュウコドウ（NETSEA,スーパーデリバリー） 
リュウコドウ　リサーチ動画 
 
この卸サイトはTENTOTENの卸サイトと同様、商品ページにJANやメーカー、

ブランド名の記載が少なくとてもリサーチが面倒くさいです。 

 

小さくて軽いものが多く、扱いやすい物が多いです。 
 
NETSEAでもスーパーデリバリーでも仕入れが可能ですが、スーパーデ
リバリーではAmazon販売はNGになっています。 
（ここら辺は自己判断でお願いします！） 
 
 
仕入れた商品はこちらです。 

http://kyoto-ryukodo.com/
https://www.netsea.jp/
https://www.superdelivery.com/
https://youtu.be/iz_10-BSL7s


 

 

ライバルも多くいましたが、3/1～3/31の間に4点購入されました。

 

この商品はギフトで購入されるお客様が多い商品でした。 
敬老の日や、長寿の節目などに贈り物として需要があるようです。 
 
そのためFBAで販売する場合はギフト設定をしておくといいです。 

 
 



 

この商品のシリーズは3年以上も販売されていますし、もっと人気で品
切れが続いているものもあります。 
 
利益額は少ないですがバリエーションがあるのでリサーチと仕入れの時

間は短縮できます。 

8-2-6.ハリマ共和物産　株式会社（NETSEA,スーパーデリバリ－） 
ハリマ共和物産　リサーチ動画 
金石衛材さんと同様、日用消耗品を中心に商材を沢山扱っている卸問屋

です。 
 
創業なんと100年以上の老舗卸売問屋さんです。 
 
取引メーカー数300社以上。 
そのため商品が沢山あってリサーチが大変です。 
 
NETSEAでもスーパーデリバリーでも出店されています。 
 
NETSEAでは配送料金が540円～、スーパーデリバリーでは20000円以
上仕入れで送料が無料です。 

 

https://www.netsea.jp/
https://www.superdelivery.com/
https://youtu.be/7cTHqYr3NYM


 

 

ただ、NETSEAではゲリラセール（5％から10％オフ）、クーポンの利
用などでスーパーデリバリーを利用するよりお得になることがありま

す。 
 
 
また、特定のメーカーなどのセールを行う時もあります。 

 



 

ハリマ共和物産さんの扱っている商材はAmazon直販のものも多く、更
に有名メーカーの商品の扱いも多いため出品者が増加しやすい傾向があ

ります。 

 

こちらのコットンライナーはNETSEAでクーポンを利用したので 
送料分は実質無料で仕入れられました。 

 

 

2018年の4月に仕入れ、販売開始も同時期からです。 



 

新しい商品だったため、販売者数も少なく価格競争も起きていませんで

した。 

 
 

3個セットの商品で卸値は543円、販売価格は1300円台で利益率20％、
利益額258円で販売できていました。 
 
ただグラフを見ていただくとわかると思うのですが、6～7月から販売者
数の増加しています。 
 
今では販売価格が1000円前後と利益がでないですが、実は他にも商品
ページがあるんです。 



 

 

販売者数が増えたときの対処法は、 
 
・価格を下げる 
 
これが一番簡単で手っ取り早い対処法なのですが、このようにバリエー

ションがある商品の場合は他の販売ページに出品することもできます。 
 
販売者数が増えたときだけでなく、バリエーションのある商品は多数の

販売ページで販売することも可能です。 

8-2-7.グンゼ 
グンゼ　リサーチ動画 
こちらは知っている方も多いメーカーだと思いますが、スーパーデリバ

リーさんにメーカー直販で卸売りをしています。 
 
通常の卸価格は65％くらいと少し高めです。 
 
そのためFBA出品すると結構手数料がかかってしまいます。 
 
モノレートを見ていただくとわかるんですけど、Amazonも在庫持って
ます。 
グンゼのモノレート 

https://www.superdelivery.com/
https://youtu.be/JtP1PYKKrno
https://mnrate.com/item/aid/B01LRY4KIU


 

よく売れるんですよね、「グンゼ」さんの商品。 
 
そのためグンゼの商品を扱っているセラーのほとんどが自己発送出品で

す。 
 
Amazonの在庫のあるうちは仕入れないほうがよさそうです。 
グンゼ商品のリサーチにしていただきたいのはこんな商品です。 
 

 
Amazonの在庫ってこんな風に出たら、再出品の可能性が低いと思って
います。 
 

 
 
 

逆にこんな風に〇点（入荷予定あり）なら再販する可能性が高いと思っ

ています。 
※確実な情報ではありませんので、自己判断でお願いします(^^) 



 

 
 

 
 
ちなみにこんな表示だったら1～3か月中に売れる分だけ仕入れれば、
Amazonがいない間に販売できそうです。 

 
 
グンゼさんの場合はこういったことを加味すると、卸値が通常より安い

時に、Amazonの在庫が切れる（グンゼの在庫も少なくなっている）商
品を仕入れるのがよさそうです。 
 
例えば、こんな風にグンゼさんの在庫数が少なくなっている商品は 
リサーチしてみるといいです。 

 
 
 



 

 
グンゼさんは定期的にセールを行っています。 
現在は一部商品が20％オフです。 

 
グンゼさんは動画の方でもリサーチの方法を紹介させていただいていま

す。 
 
そちらも参考にしてみてください。 
 
リサーチ動画を撮影時には 
一部商品30％オフセールをやっていましたよ('ω')ノ 
 
また、9.価格調査ツールの章でも 
「グンゼ」さんの商品を例に挙げてお話しさせてもらっています。 

8-2-8.アルファ（スーパーデリバリー、NETSEA ） 
※リンクはアルファさん名前で記載されていませんが、運営されているHPで
す。 
アルファ　リサーチ動画 
 
次にご紹介するのは「アルファ」さんです。 
 
HPを見ていただくとわかりますが、実店舗も運営されています。 
また楽天市場やヤフーショップ、Amazonにもネットショップを持て
らっしゃいます。 

http://ne000134.necart.jp/#ja
https://www.superdelivery.com/
https://www.netsea.jp/
https://youtu.be/gvbFO1a0y-Q
http://www.alpha-collection.co.jp/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
アルファさんではこんな商品はリサーチしてみてください。 

 
この商品はアルファさんがAmazonに出品している商品です。 
 
ライバルはアルファさんまたはアルファさんが持っている在庫 
全て仕入れてしまえばライバルは0です。 



 

例に挙げさせてもらったこの商品は全然売れていないのですが、 
もっとよく売れる商品なら仕入れるのがよさそうです。 
 
後の8-10でご紹介するブライエンタープライズさんもAmazonで出品し
て同じことが言えます。 
 
（楽天市場にもヤフーショップにも店舗をお持ちです(^^)） 
以下はブライエンタープライズさんがAmazonで出品している商品の画
像です。 

 
 
 
アルファさんはカテゴリーが沢山あります。 
 

 
アルファさんのカテゴリーには「特価」のカテゴリーがあるので、ここ

は是非リサーチしてみてください。 



 

掛け率は50％のものから数％（！！）のものまであります。 
 
そのカテゴリーで見つけたのが、以下の商品です。 

 
 
スケジュール帳は年末に4掛け（60％オフ）で仕入れました。仕入れた
のは17点。 
出品したのが1/10で、2/16時点で10点販売できました。 
 

 
仕入れ値は税込み605円、販売価格1380円で利益325円、利益率は24％
です。 
 
スケジュール帳（10月はじまり）は8～9月に発売し始めます。 
 
10月はじまりの手帳は4月にも結構売れてくれます。 
まだ販売できていない7点は赤字にならない前に売り切ります！ 

8-2-9.卸専門サイトい―問屋 
いー卸問屋　リサーチ動画 
この卸問屋は支払い方法が銀行振り込みのみ（前金）、 
更に送料がかかります(^^) 
 
この時点で他の送料無料で後払い決済ができる他の卸問屋で仕入れよ

う！と思う人は多いはずです。 
 
そんな卸サイトいー問屋さんでも利益商品は見つけることができまし

た。 

https://b2b.idmjp.com/
https://youtu.be/mQ2sw38eC8U


 

 

 
30個注文すると9540円で1点当たり318円。 
 
商品は2個セット品なので、税込み636円です。 



 

1380～1370円で販売できたので、利益は236円、利益率17％です。 
 

。  
販売期間は約1か月で完売しました！！ 
下はビジネスレポートです。（なぜか16個販売しています(;・∀・)） 

 
一時期ライバルが多くなって販売をやめましたが、 
ライバル数も減ってきているので今出品すると販売できそうです。 
 
 
 
 

 
 



 

8-2-10.ブライエンタープライズ（NETSEA,スーパーデリバリ－） 
ブライエンタープライズ　リサーチ動画 
今回のコンテンツでかなり紹介するのを迷ったのですが、 
購入していただいた方に 
必ず利益を出していただきたいと考えているのでご紹介します。 

 

これは私の「カレンダー」の販売の実績です。 
これ、1年間です。 
 
販売し始めたのは2018年の10月から。 
2019年の2月時点で、約4～5か月の実績です。 
 
例えば、こんな商品です。 

 
 

https://www.netsea.jp/
https://www.superdelivery.com/
https://youtu.be/OEiCPrSrYm8


 

 
 
10/18に10点、追加で11/9に20点仕入れました。 
 

 

 
11/30に完売です！ 
 
仕入れは税込み842円、販売価格は1580円から1990円で販売して利益率
は20パーセントでした。 

 
ただ注意点もあります。 
 
どれくらい仕入れたらいいかを予測するのはすごく難しいです。 



 

カレンダーを仕入れ始めてから3年目になりますけど、いまだにどれく
らいがちょうどいいのか不明です。 
 
売れなくなってしまったカレンダーが約50点くらい在庫を抱えてしまっ
た経験があります。 
カレンダー全体の利益は20万円くらいなので、3～4万円マイナスで利益
16万円位になると思います。 
 
でも、どれくらい仕入れればいいかという指標になるものはいくつかあ

ります。 
 
大体人気のカレンダーってシリーズになっていて毎年出ていますよね。 
 
なので前年の販売実績を見てみるのがいいですね。 
前年の販売実績からいつまで売れるか予測できそうですね。 
 
やっぱり一番売れるのは12月です。 
 
12月中に飛ぶように売っちゃってください！ 
ほとんどのカレンダーの傾向では、1月後半からかなり鈍ります。 
 
ただ、人気があるものはプレ値でも売れていきますよ。 
他の人にはちょっと秘密にしていただきたいです(;・∀・) 
 
ブライエンタープライズさんはNETSEA,スーパーデリバリーどちらに
も出展しています。 
 
普段はスーパーデリバリーさんの方が掛け率が低いです。 
商品にもよるんですが、5％から10％低いです。 
 
なんですが、NETSEAには「ゲリラセール」と言って、出展している卸
問屋が卸値を下げてセールを定期的にやっているんです。 
 
ブライエンタープライズさんも例外ではなく、頻繁にゲリラセールに参

加されています。 



 

 
5％オフ以上でしかもクーポン配布（〇〇円以上で〇〇円引き、など
クーポンが配布されている）の時はNETSEAで仕入れるとお得に仕入れ
ができますよ。 
 

9.価格調査ツール 
リサーチや仕入れに時間を費やしてこの「価格改定」については全く手

を付けていない、、、 
 
せどりを始めたばかりの私がそうでしたが、価格改定をしない＝販売機

会を失っているかもしれないというとってももったいないことをしてい

るんです。 
 
仕入ればかりではなく、販売すること＝価格改定もしっかり実践してい

きましょう！ 

9-1.価格改定の基礎 
価格改定とは、自分が出品している商品の価格を定期的に見直す事で

す。 
 
相場によっては値上げすることもありますが、基本的には「売れる価格

に値を下げる」ことを意味しています。 
 
カートボックスの仕組み 
 
ショッピングカートボックスの獲得 
Amazon販売では「カートボックスを取る」のに価格改定は必須になり
ます。 
 
カートボックスを獲得するには条件をそろえて、カートボックスを取っ

ている価格に改定し続ける必要があります。 
 
・カートボックスを獲得する 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html?itemID=37911&ref=ag_37911_bred_201687550
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/201687550?language=ja_JP&ref=ag_201687550_cont_200418100


 

・販売機会の損失を防ぐ 
  
以上のために毎日こまめな価格改定は絶対に必要です。 
 

9-2.価格改定のやり方 
セラーセントラル「在庫管理」ページで価格改定は簡単にできます。 

 
在庫管理画面で「価格」の「最低価格に一致」をクリックすることで出

品中の商品の最低価格に合わせることができます。 
 
このボタンで最低価格にすることは簡単です。 
 
ですが、価格改定しないと販売できないのか、しなくてもいいのかは 
ライバルセラーの数や販売数に応じて違うので商品毎の対応が必要で

す。 
 
なかなか毎日やるのは大変、、と感じる人はたくさんいらっしゃると思

います。 
 
次の章でその面倒を軽くする方法をお伝えしたいと思います。 
 

9-3.価格改定ツールを使う 
毎日の価格改定は本当に大変なんです。 
 



 

私もツールを導入する前は毎日1時間半くらいかけてやっていましたよ(;
・∀・) 
 
価格改定しないと販売できないのか、しなくてもいいのかはライバルセ

ラーの数や販売数に応じて違います。 
 
なので商品ごとに価格改定を行っていくと本当に時間がかかりました。 
 
そこでおすすめしたいのが、価格改定ツールマカド！やプライスターで

す。 
 
価格の改定についてはここまでとなります。 
次章では商品の登録から梱包、納品までを解説していきます。 
 

10.商品登録、梱包～納品 
この章ではAmazonでの商品登録、 
梱包をしてAmazonのFBA倉庫への納品までをお話ししていきます。 

10-1.商品登録 
Amazonの商品出品はとっても簡単です。 
 
セラーセントラルの「商品登録」をクリックです。 
 
Amazonのカタログから商品を検索するの検索窓にJANコードや商品名
で商品を検索します。 

 

https://www.infotop.jp/click.php?aid=180493&iid=66736
https://lp.pricetar.com/lp/pricetarlp/price.html


 

コンディション（新品・中古など）を選択して「この商品を出品する」

をクリックです。 
 
すると、商品の登録ページに進みます。 

ここでは商品登録ページでの必須項目と記入したほうが良いと思われる



 

部分についてをご説明させていただきますね！

 
 



 

 
 
10-1-1.SKU 
SKUとは、Stock Keeping Unit（ストック・キーピング・ユニット）の
略で、受発注・在庫管理を行うときの最小の管理単位の事です。 
 
私は仕入れた日付と卸価格がわかるように以下のようにSKUを作ってい
ます。 

 
通し番号を入れるのは理由があります。 
 
同じSKUは作れないので、卸値が同じになってしまう事があるからで
す。 



 

参考にしてみてくださいね。 
 
 
 
10-1-2.販売価格　 
販売価格を決めて入力します。 
 
10-1-3.コンディション　 
卸問屋から仕入れた商品は「新品」です。 
（中古品を仕入れたら中古ですが(;・∀・)） 
 
10-1-4.コンディション説明文 
コンディション分は新品ならばなくても大丈夫です。 
 
ですがお店を選ぶとき何も書かれていないお店よりも丁寧に説明されて

いたほうが印象はいいと思います。 
 
以下は私が使っている説明文です。(コピペして使ってもらって大丈夫
です！) 
 
当日お急ぎ便対応！ 【商品について】商品未開封。パッケージも良好です。 コンビ
ニ受け取り可能です。 ●Amazon発送センターにて専門スタッフが梱包いたします。 
●当店へのお問い合わせは、24時間年中無休でメールにて受け付けております。電
話の場合は、Amazonカスタマーセンターにて対応しております。安心してお買い
求めください。 ●パッケージは予告なく変更することがございます、あらかじめご
了承ください。本店カスタマーセンター担当　〇〇〇〇 
 
 
改行を入れていないのは、文字数に制限があるのためです。 
参考にしてみてくださいね！ 
 
10-1-5.在庫 
これは後で変更できますが、必須項目なので入力が必要です。 
 
10-1-6.ギフトメッセージ　 
ここにチェックを入れておくと、購入された方がメッセージを付けるこ

とができるようになります。 
 



 

出品者も無料なのでチェックを入れてください。 
 
10-1-7.ギフト梱包　 
ギフトメッセージと同様、チェックを入れておくと購入された方がメッ

セージを付けることができるようになります。 
 
出品者も無料なのでチェックを入れてください。 
 
10-1-8.コンビニ決済　 
こちらはFBAを利用すると自動的にコンビニ決済が採用さえるため
チェックは必要ないです。 
 
10-1-9.フルフィルメントチャネル　 
自己発送の場合は上を、FBA利用の場合は下を選択します。 
 
1～9まで入力したら保存します。 
これで商品が登録されました。 
 
 
 

10-2.梱包 
次は梱包についてです。 
 
見て判断して梱包しなければいけないだろうな～っていう商品は 
梱包して間違いないと思います。 
 
でも結構細かいルールがあったりするので、Amazon出品大学のレポー
トなんかを確認してみましょう。 
梱包マニュアル 
 
 

10-3.納品 

では納品についてお話ししていきます。 
 
納品するには「納品プラン」を作成する必要があります。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G201003440


 

在庫→在庫管理を選択です。 

 
すると在庫管理画面が表示されます。 
 
納品したい商品画像の左わきにあるチェックボックスにチェックを入れ

て、「選択中の〇商品」の選択から「Amazonから出荷」を選択しま
す。 
 
選択すると続行しますか？と聞かれるので、「はい、続けます。」をク

リックです。 

 



 

在庫を補充の画面に来たら、「新規の納品プランを作成」「個別の商品

(異なる商品で構成)」にチェックを入れて「続ける」をクリックです。 
 

後は商品の納品数などを入力してプランを作成していきます。 
 
ラベルが必要なものはちゃんとこのプランでラベル印刷画面が表示され

ます。 
 
印刷してラベルを添付しましょう。 
 
納品プランは間違っても大丈夫です。 

 
納品ページの一番下にはこの三種類のボタンがあるので、納品を削除す

ることもできます。 
 
作った納品プランは在庫→FBA納品手続きから確認できます。 



 

 

10.4-発送 
FBAに商品を発送しましょう。 
 
運送会社はたくさんあって、しかも配送料の設定も運送会社によって違

うのでどこを選べばよいのか迷いますよね。 
 
同じ場所にたくさん送るなら「ヤマト便」がお勧めです。 
 
 
 
住んでいる場所によって配送業者も異なると思いますが、私はヤマト運

輸さんを利用しています。 
 
また、発送量が多くなったら特約も組むのがおすすめです。 
 
ヤマトビジネスメンバーズで荷札なんかも簡単に作れて便利です。 
割引料金で後納（末締め末払い）で利用させてもらっています。 
 
他にも郵便局や他の運送会社に見積もりを取って料金を比較して決める

と安い運賃で発送できるようになります。 
 

http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/send/services/yamatobin/
https://bmypage.kuronekoyamato.co.jp/


 

発送量が月に50個、100個と増えてきた時には、特約を組むことも検討
してみてください。 
 

・Q&A 
ここではせどりや卸仕入れで疑問になりやすいことについてＱ＆Ａでま

とめました。 

Ｑ．未経験者におすすめのジャンルはありますか？ 
一概には言えませんが、私はせどを開始した最初の頃はパソコン・周辺

機器などの手数料が安いものを主に仕入れしていました。 
 
Amazonの方でもキャンペーンなどで一定期間手数料が割引されること
もあります。 
（セラーセントラルの新着情報やメールのお知らせをチェックしてみて

くださいね） 
 
Amazon出品サービスの手数料 
 
特にスマホやタブレットのケースなどは今でもリサーチの対象にしてい

ます。 
 
手数料で言うと、サイズが小さくて軽いものがやっぱりおすすめです。 
 
ただ、扱いやすくリサーチしやすいカテゴリなどは参入者が多く、販売

している人も多いです。 
 
初心者、経験者問わずリサーチしにくいものをリサーチすることをお勧

めしています。 
 
リサーチがしづらいので仕入れまでに時間はかかるかもしれません。 
 
ですが、ライバルが少ない分野の商品を見つけることができれば、独占

的に販売することもできるのでお勧めです。 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/200336920


 

Ｑ．商品を見つけるコツやポイントはありますか？ 
販売実績を調べるツールや卸サイトに慣れることが必須だと考えていま

す。 
 
なのでまず、飽きるくらい同じツール、同じ卸問屋の商品をリサーチす

ると「この商品は仕入れてもよさそう」という判断ができるようになっ

てくると思っています。 
 
私もまだ卸仕入れを始めて1年と数か月ですが、 
同じ卸問屋をほぼ毎日のようにチェックしています。 
 
繰り返しリサーチすることで商品知識がついて、 
どんなものがどんな時期にどれくらい売れるかということが 
少しずつ分かってくるのかなと思っています。 
 
ライバルが少なく商品が廃盤になるものはリサーチの対象で間違いない

です。 
廃盤かどうかわからなかったら直接卸問屋に問い合わせしてみましょ

う。 
丁寧に教えてもらえます。 
 
どんどん卸問屋の担当さんと親しくなることも商品を見つけるポイント

と言えます。 
 
なので面倒くさがらずコンタクトしてみたらいいですよ。 
仲良くなっていい商品情報を教えてもらえる関係を作るといいですね。 

Ｑ．作業効率を上げるにはどうしたら良いですか？ 
やめることを決めるのがすごく重要だと思っています。 
 
私はリサーチ、仕入れ、納品、経理などの事務作業などすべて一人で

やっていました。 
 



 

ですがリサーチに周流したかったため、自分でなくてもできることは人

にお願いすることにしました。 
 
例えば納品作業です。 
 
外注さんに商品登録からFBA倉庫に納品するまでをやってもらう、梱包
のみやってもらうなどしてリサーチに集中することは利益につながりま

した。 
 
仕入れ数が増えて、出品が間に合わないと感じたら外注化を検討するの

も手だと思います。 
 

Ｑ．売上があがりやすい時期ってありますか？ 
普通にお勤めしているとお給料って毎月違うってことは殆どないですよ

ね。 
 
せどりの売り上げは波があります。 
 
当然と言えば当然ですが、仕入れる量や仕入れた商品の回転率、利益率

によって売り上げや在庫数なんかに応じて利益は変動していきます。 
 
「今月は体調を崩してしまって仕入れがあまりできなかった、、、」 
なんて月は売り上げが上がらないかもしれにですよね。 
なので自分次第なのかなと考えています。 
 
でも実は在庫さえあれば何でも売れて行ってくれる月はあります。 
 
年末年始の12月、1月は消費者の財布のひもが緩くなりやすいです。 
 
また、ボーナス時期は売り上げが伸びやすく感じています。 
 
 
下の画像は私の2018年1月～2019年1月末の売り上げのレポートです。 



 

 
 
売り上げが100万円を上回った月を赤枠で囲っています。 
 
特に7,8,12,1月は売り上げが伸びました。 
逆に2～4月、10~11月は売り上げの伸びが少なかったです。 
 
これは私の例ですので参考程度にしかなりませんが、7～8月のボーナス
がある月や12月のホリデーシーズンは売れる傾向にありますよ。 

Ｑ．商品を販売して低評価が着いた時はどうしたら良いです

か？ 
Amazonでの評価は販売に影響があると思いますので、低い評価がつい
てしまった場合には全力で評価を削除依頼しましょう。 
 
削除の方法や考え方なども含めて、「4-2-2.パフォーマンス」でお話し
させていただいています。 
 

Ｑ．価格改定する頻度はどれくらいがいいですか？ 
価格改定は毎日必要です。 
 
よく販売できる=カートボックスを獲得できている=価格に競争力がある
ことが必須だからです。 
 



 

できれば昼1回夜1回がお勧めです。 
 
ツールを使わない場合は、100種類くらいの商品を価格改定する場合、
毎日1時間×昼と夜、二時間以上かけて作業することになります。 
 
価格改定についてはこの参考書の「9.価格改定調査ツール」も参照くだ
さい。 
 

Ｑ．ライバルに対してどれくらいの下げ幅で改定したらよいで

すか？ 
価格改定の基本は「カートボックス価格に合わせる」がいいと思ってい

ます。 
 
カートボックスが取れずに販売できていない場合、この対応でカート

ボックスが順番に回ってくるのを待てば販売できるはずです。 
 
ここで価格を下げてしまうと、他のセラーも同じように更に価格を下げ

て販売してしまう恐れがあります。 
 
せっかく売れる価格で販売できたのに赤字になってしまう可能性もある

ので、こういった場合は価格を下げない対応がいいと思っています。 
 
ただ、カートボックスをとれているのに販売できていない場合やほかの

セラーがいないのに販売できていない場合は価格が高い場合があるので

値下げも検討するといいですね。 

Ｑ．売れにくい商品だったらどうするか？ 
モノレートなどのグラフには確かに販売の実績があって仕入れたのに売

れない、、、そんなことってあります。 
 
せどりあるあるです(-ω-) 
そんな時はこんなことを確認してみるといいです。 
 
適正な価格か？ 



 

販売する時期が適正か？ 
販売者数が増加していないか？ 
 
以上の事を考えて販売環境を改善すればいいですよね。 
 
また、急にAmazonが直販し始めたりすると価格では勝てないと思って
いいでしょう。 
 
こういうことは必ずありますし、逆にどうしたら販売できるかを考えら

れるチャンスです。 
 
別の販路では売れないか？ 
他の方法で（セット品にする、または単品で、など）販売できないか？ 
一度返送してAmazonの在庫がなくなってから販売できないか？ 
 
など、結構方法はありますよ。 
 
またこんな売れにくい商品はどんな商品かをしっかり記録しておきま

しょう。 
そして、次の仕入れでは困らないようにできるようしていけば、失敗も

資産にできます。 

Ｑ．どうしても売れないときはどうしたらよいですか？ 
価格も赤字を出すほど下げたのに売れない、、、 
そんな時は仕方がないので返送または廃棄しましょう。 
 
AmazonのFBA倉庫に納品している商品は保管料が少なからずかかって
います。 
 
まだチャンスはある、と粘っても保管料がかかるうえ、精神衛生上もよ

くないです。 
 
過剰在庫って本当にストレスなんですよね。 
 
全然仕事しない従業員に給料支払っているのと一緒です。 



 

かわいそうですけど赤字になっても、更に在庫保管料がかからない様、

破棄か返送をかけましょう。 
 
でも少しでもマイナスを少なくする努力として、他の販路で販売するこ

とも検討しましょう。 
 
卸問屋で仕入れた商品は販路の条件があります。 
 
オークションやフリマサイトへの出品がNGとか結構あるので注意が必
要です。 
 
そういった条件のない商品はオークションやフリマアプリで販売してマ

イナスを少なくしたいものです。 
 
オークションもフリマもダメなら、買い取り専門店に買い取ってもらっ

たりして現金化しましょう。 
 
そして次の仕入れではこの経験を活かしましょう！ 
 
 
 
参考書はここまでとなります。 
最後まで読んでくださってありがとうございます。 
 
最初は一つクリアするのに確認が必要でかなり時間がかかってしまうか

もしれません。 
 
失敗してしまって嫌になってしまう時があるかもしれません。 
 
そんな時は自分がやってきたことを振り返ってみましょう！ 
 
自分が頑張ってきたことを知っているのは自分しかいません。 
 
頑張っている自分が目指した目標、これも思い出してみてください。 
 



 

そしてもう一度、目標に向かってやってみましょう！ 
 
やっていくうちにいろんな疑問が出てくると思います。 
 
悩んでしまうかもしれません。 
 
一人で悩まないで、私に連絡してくださいね。 
 
一緒に解決策を考えましょう！ 
 
 

 
 
 
 
 


