
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最安値より２万円も高値で販売してきた 

プロのノウハウが一瞬にして崩れ去る、 

ベテラン泣かせの新機能がリリース！ 

【緊急公開】 

まつお（松尾幸典） 

 

【50代でせどり隠居生活 byまつお】 

 

今まで積み重ねてきた 

努力と経験はいったい何だったのか・・ 
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■推奨環境■ 
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http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 
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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。
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■はじめに■ 

こんにちは。 

まつお（松尾幸典）です。 

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。 

 

私は、主に５０代の会社員の方へ『せどりで隠居生活』を薦めています。 

「会社はいち早くリタイヤして、自分のためのお金と時間を手に入れませんか」と。 

私は会社を４９歳で退職し、 

今は１日３時間だけ働いたら（＝せどりしたら） 

あとは自分の好きなことをして過ごす『隠居生活』をやっています。 

隠居生活を維持するために、 

収入が安定していて ←浮き沈みが激しくない  

長く続けられる ←１～２年で破たんしない   

せどりにこだわっています。 

今回のレポートも、そんなこだわりを踏まえた、私の実践をベースに起こしました。 

皆様の新しい気づきになれば幸いです。ぜひご覧ください。 
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第１章 モノレートが変わった！ 

 

２０１６年１１月に、 

モノレートが大きく変わったこと、 

ご存知ですか。 

パッと見のデザインも変わりましたが、 

 

それ以上に、 

画期的な機能が加わっています。 

 

これを知ると知らないとでは、 

せどりの成果が全く変わってきます。 

 

 

本レポートでは、 

特に中古商品にフォーカスして 

その点をお伝えしていきます。 

 

 

 

▽従来 

▽現在 
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第２章 新機能について 

 それでは 

今回、ご紹介したい新機能について書いていきます。 

 

価格情報について、これまでのモノレートでは、 

全体の最安値相場 しか分かりませんでした。 

 

しかしながら、 

新機能の一つで、 

中古のコンディション毎の最安値相場が 

分かるようになりました。 

 

 

具体的に見ていきます。 

例えば、この商品です。 
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以下はモノレートの画面です。 

「中古」をクリック。 
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そうすると、以下の画面になります。 

ここで注目すべきは、コンディションに関する 

クリック箇所が増えている点です。 

 

 

 

「良い以上」をクリックすると、 
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「良い以上」の最安値価格相場が表示されます！ ★新機能です。 

 

 

 

 

同様に、ここで 

「非常に良い以上」をクリックすると 

 

 

※これは「良い以上」の最安値 

平均（＝相場）を示しています。 

 

 



【緊急公開】最安値より２万円も高値で販売してきたプロのノウハウが 

一瞬にして崩れ去る、ベテラン泣かせの新機能がリリース！ 

 

Copyright (C) 2016 松尾幸典. All Rights Reserved. 
- 10 - 

「非常に良い以上」の最安値価格相場が表示されます！ ★新機能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※これは「非常に良い以上」の最安値 

平均（＝相場）を示しています。 
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ちなみに、この商品。 

私は、過去、何回も売ってきた商品です。 

コンディションと値付けはこちら。 

＊私の amazonのセラーセントラルの画面です。（販売実績が載っています） 

 

 

これらと、先程のモノレートの金額をプロットします。 

 

 

 

 

 

 

 

私の［非常に良い］の過去売価 ￥29,800 

私の［良い］の過去売価 ￥21,500 

私の［良い］の過去売価 ￥11,480 

私の［可］の過去売価 ￥10,800 

金
額 

高 

低 

価格帯が、かなり 

一致してます！！ 

 

私の売価も 

モノレートのデータの 

一部なので 

当たり前ではありますが。。 
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重要なことはここからです。 

この値付けは、 

私が、試行錯誤して突き止めた「売れる値段」です。 

 

これが新しいモノレートだと 

即座に分かってしまう。 

初心者とベテランの差が埋まる、 

画期的な機能といえます！！ 

 

第３章 まとめ 

いかがでしたか？ 

いずれにしても、 

こういう新機能は先に採り入れた人が強いですね。 

新機能をベースにして、 

独自の経験やデータを積み上げていけば、 

さらに新しい競争優位を築けるように思います。 

あなたも変化をチャンスに変えて、 

どんどん稼いでいきましょう。 
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■おわりに■ 

～メルマガ登録をお願いします～ 

「はじめに」でも書きましたが、 

私は、主に 50代の会社員の方へ『せどりで隠居生活』を薦めています。 

「会社をいち早くリタイヤして、自分のためのお金と時間を手に入れませんか」と。 

それで、私がどのようにして、 

今の『隠居生活』を手に入れたか。 

特に、どのようにして、 

会社を辞めても不安のない 

安定的で、 

長期的な 

せどり収入が得られるようになったか。 

その実践記をメールマガジンにて配信しています。 

ここだけの話。 

長く会社員をやっていた人には、 

せどりで結果を出すにあたっての 

アドバンテージがあるんです！ 

その点も詳しくお伝えします。ご興味ある方はぜひ登録をお願いします。 

→メルマガ登録はコチラからお願いいたします。  

 

確実にお届けできるように、普段使われているメールアドレスをご登録ください。 

もちろん無料のメルマガです。また、配信はいつでも解除することができます。 

https://maroon-ex.jp/fx46566/EfabPr
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■発行者情報■ 

 発行責任者：まつお（松尾幸典） 

 メールアドレス 

matsuo9000+question@gmail.com  

 ご質問、ご意見、ご感想、何でもお寄せください。 

 

 

メルマガ： 

【50代でせどり隠居生活 byまつお】会社を辞めて 1日 3時間で 

安定月収 70万の実践記 

 

50代の会社員の方へ 

会社勤めは一区切りして、そろそろ自分のためのお金と時間を作りませんか。 

せどりを始めて 3か月で会社を辞め、9か月で月収 70万に至った実践記をご紹介。 

今では 1日 3時間だけ働いてあとは好きに過ごす”隠居生活”を手に入れました。 

定年後の収入基盤もいち早くせどりで築いて、将来も安定させてしまいましょう。 

https://maroon-ex.jp/fx46566/EfabPr  
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