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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
AdobeReader を無料でダウンロードしてください。 
http://get.adobe.com/jp/reader/ 

-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タローに属します。 

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。 

http://get.adobe.com/jp/reader/
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当レポートをダウンロードいただきありがとう

ございます。 

タロー と申します。

北海道在住で、せどりは 2013年の末頃から始めました。 

当時は東京で会社員をしていましたが、 

現在は会社を辞め、せどりで生計を立てています。 

自由な時間ができたので、画像の通り酔っぱらってばかりいる

ダメな人ですが、宜しくお付き合いくださいませ。 
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～略歴～ 

2013年 12月：とある投資系のメルマガで「せどり」を知り、せどりを開始 

2014年 7月：月商 100万円を突破 

2015年 3月：月商 160万円を突破。専業へ移行 

2015年 7月：月商 270万円を突破。北海道へ帰る 

2017年 4月：北海道札幌市に株式会社を設立 

～略歴以上～ 

今回のレポートは 

コガタリサーチ単純作業化計画 の

“リサーチ編“ 

となっています 
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【はじめに】 
小型軽量プログラム未経験の方は 

Amazon出品大学にある 

FBA小型・軽量商品プログラム 

をお手元において 

本レポートを読んでいただけると 

より理解が深まると思います 

http://s3.amazonaws.com/JP_AM/su/446.pdf
http://s3.amazonaws.com/JP_AM/su/446.pdf
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前回のレポートでは 

ASIN ファイルから 

不要なデータを除外する方法 
をお伝えしました 

 

今回は 

私が普段行っているリサーチ方法 

について解説していきます 

 

 

基本的に 

小型軽量のリサーチについては 

本レポートのやり方を淡々とこなすだけで充分 
です 
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とてもシンプルな方法ですが 

この方法のおかげで私のリサーチスピードは 

飛躍的に向上 
しました 

 

 

あなたも是非マスターしちゃってください 

ではさっそく本題にはいります 

 

 

まずはアマゾン出品大学から 

ダウンロードした 

ASIN ファイルを開きましょう 
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ファイルには「フィルタ」が 

かかっていると思いますので 

 
 

ポチっと押して解除しましょう 

 

背景が白になったら解除 OK です 
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続いて 

不要な情報を非表示にしていきます 

 

E列～K列までを非表示にします 

 
 

 

 

 

【ほそく。】 

ここで非表示にするのは手数料やサイズ・重さなどの情報になります 

すでに小型軽量のリストに含まれている ASIN に対して 

これらの情報は不要ですよね 
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R列～T列も非表示にします 

 
ここには大して意味のない補足情報しか 

入っていませんので 

迷わずバシっと消してしまいましょう 

 

☆見た目がスッキリすると 

リサーチもはかどる気がしますよね 
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次にU列と V列に文字を追加 

 
【U列 4行目】（U4 セル） 

結果 

 

【V列 4行目】（V4 セル） 

デルタトレーサーを利用の場合は以下を入力 

https://delta-

tracer.com/item/detail/jp/ 

 

Keepa を利用の場合は以下を入力 

https://keepa.com/#!product/5- 
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私はデルタトレーサーを利用していますので 

今後の画像ではデルタトレーサーで説明しますが 

実際はどちらでも問題ありません 

 

先ほどURL を入力したすぐ下のセルに 

数式を入れます 

（デフォルトでは V5 セル） 

 
 

数式は「=$V$4&B5」です 
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数式を入れて 

セル内にURLが表示されればOK です 

 
 

この状態では 

１つのセルにしかURLが入っていないので 

全てのセルにURL を表示させます 

 

セルの右下のカドをダブルクリックしましょう 

 
 

これで何が起きるかというと・・ 
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ばばん！ 

 
わかりますでしょうか 

リサーチ用のURL が 

ASIN全体に適用されました 

 

さぁ 

ワクワクな状況になってきました 
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このURL をブラウザにコピペするだけで 

デルタトレーサーまたはKeepa の 

検索結果が表示されます 

 
 

このまま使っても良いですが 

私は事故防止のために V列全体をコピーして 

「値」で貼り付けなおしています 
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手順はこんな感じ 

 

V列をコピって・・ 
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「値」で貼り付け 

 

このひと手間で 

セルの中身が数式からテキストに置き換わります 
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これで 

何らかのエラーやミスで数式が壊れたり・・ 
数式全体がズレて表示がおかしくなったり・・ 

という悲劇を予防できます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて 

【ほそく。】 
セルの中身が数式というのが、どういうことかというと・・ 

セルには URLが表示されているのに。 

 

 

そのセルをダブルクリックするとその正体が出現します。 

ほら！数式が入っていますよね。 

 

 

このままだと数式が壊れてしまったときなど 

修正が面倒なので私は値で貼り付け直しています 
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では 

リサーチ作業の単純作業化を続けましょう 

 

コチラの拡張機能を導入します 

 
画像クリックでも飛びます 

 

※うまく開けない場合は chrome ウェブストアから

「Pasty」と検索すれば出てきます 

 

この拡張機能を使うことで 

一度に複数の ASIN を検索 

することが可能になります 

https://chrome.google.com/webstore/detail/pasty/hdjihnnclpjhfdbbinmgoiehhoehhlgf
https://chrome.google.com/webstore/detail/pasty/hdjihnnclpjhfdbbinmgoiehhoehhlgf
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どういうことかというと 

複数のURL をコピーしてから 

 

 

Google クロームを開き 

先ほど導入した「Pasty」の 

ショートカットをクリック 

 
※ショートカットは画面右上にあると思います 
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すると・・・ 

 

複数のASIN を一気に開くことができました 

 
 

あとは 

ブラウザ上にタブで開いた分をリサーチして 

 



 
【１ポチでまとめてリサーチ】 

私が電脳リサーチのスピードを 10倍にした方法 

 
Copyright (C) 2020 爆酔せどり通信 ＠タロー. All Rights Reserved. 

- 22 - 

 

それが終わったら 

ASIN のリストから再度別なURL を 

貼り付けてリサーチ 

 

これの繰り返しで 

作業を進めることになります 

 

これで 

 

エクセルとブラウザの行き来の頻度はグッと下がり 

リサーチに集中できるようになります 
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個人的には 

 

この方法を使った場合と 

使わなかった場合とでは 

 

10倍くらい効率が変わります 
 

慣れてきましたら 

一度に 20個以上リサーチしてみるなど 

さらなる効率 UP を目指しましょう 

 

☆テンポよくリサーチができると 

気持ちが良いですよ 
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コツコツこのリサーチを繰り返していけば 

かなりの小型軽量商品を見つけ出すことが 

できるハズです 

 

まずは 1 日 10 件からでも良いので 

ぜひお試しください！ 
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私は普段 

小型軽量の商品をリピートで販売しています 

 

小型軽量の商品は 

同一商品で毎月数十個売れるモノもあります 

 

なぜ 

同じモノを繰り返し売ることにメリットを感じているかというと 

 圧倒的にラクだからです 
 

毎回、１点モノの商品を扱うせどりでは 

いつまでも、「リサーチをし続ける」必要があります 
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でも、私のせどりは 

 

やればやっただけ、ラクになるせどりです 
売れ筋の商品をたくさん納品しておき 

 

 在庫が足りなくなって来たら 

過去の購入履歴から同じモノを再購入するだけで 

仕入れは終わってしまうんです 

 

メッチャ楽 
 だと思いませんか？ 

 

詳しくは、私のメルマガ・ブログで解説していますので 

興味があれば見てくださいね 

では、また次回のレポートでお会いしましょう 

http://sentence-ex.jp/fx/taro01
http://tairan.main.jp/
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■いろいろな無料コンテンツたち■ 
 

■メルマガ「爆酔せどり通信@タロー」 

せどりで稼ぐ日常をメルマガで配信しています。 

小型軽量や電脳リサーチなどの情報が多めです。 

メルマガ登録フォーム：http://sentence-ex.jp/fx/taro01 

 

■ブログ「爆酔せどり日記」 

メルマガのバックナンバーや、ちょっとしたコンテンツを置いています。 

よければ覗いてみてください。  

URL：http://tairan.main.jp/ 

 

■Twitter 

商品で散らかった部屋とか玄関の様子とか、 

せどり仲間との事務所の風景などをつぶやいたりしています。 

URL：https://twitter.com/tairan_now 

 

■LINE@ 

気軽にやりとりが出来るように LINE@も用意しました。 

URL：https://lin.ee/VJCiq03 もしくは QR コードで⇒  

http://sentence-ex.jp/fx/taro01
http://tairan.main.jp/
https://twitter.com/tairan_now
https://lin.ee/VJCiq03
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無料レポートのバックナンバーはコチラから 

 

■発行者情報■ 

◆発行責任者：タロー 

◆メールアドレス：taro_sedori@sentence-ex.jp 

このレポートへのご意見、ご感想をお聞かせくださ

い。 

 

 

 

 

 

最後までお読みくださり 

ありがとうございました 

 

http://www.tenbai-tosyokan.jp/bookcatalog/?issuer_id=68
mailto:taro_sedori@sentence-ex.jp



