
 

電脳せどり必勝攻略ガイド 
 

～購入者さまのご感想～ 

 

 
 

石川さん   
商材を発売後すぐに読ませて頂きました！一言でいうと値段が安い
のに、商材の内容は濃い！って言うのが感想です。 
早速、寝る前に一時間で電脳やりました！10個くらい予約しまし
た！商材を何回も読み返し一時間くらい読んだあとに電脳やったの
で、凄くリサーチのスピードが早くなりました！ 
連休ですので、家族と買い物や遊びに行くときの移動中も音声版を
聞いてます！本当に買ってよかったと思える商材でした！ 
 
 
S さん 
自分は前回のゲーム必勝ガイドも購入していますが前回同様非常に
分かりやすく見やすい作りに満足しています！自分のバイブルが増
えました^_^これをきっかけに電脳せどりも本格的に始め、店舗、電
脳と仕入れ幅を広げガンガン稼いでいきます！ この様な教材に巡
り会え本当に幸せです！必ず自分の物にし、さらなる飛躍していき
ます！本当にありがとうございました！   



 
U さん 
商材を拝見して商品のリサーチの効率化に関してとても勉強になり
ました。私はこれまではメルカリのワード検索だけしかしていませ
んでしたが、これからは新規商品を狙う手法も取り入れて今まで仕
入れていなかった新しい商品にも出会っていけたらと思います。 
早速実践してみて 10個ほど仕入れることができとても満足してい
ます。ありがとうございました(^o^)／ 
 
 
加茂さん 
まずは、サーッと流し読み。その後、理解できるかしっかり読む。
そして読みながら実践。という形で利用しています。 
一言で言えば、”なるほど！”が多かったです。既に知っている機能も
ありましたが、そう使うか～。という感じで驚きでした。 平日など
は仕入れに行く移動距離を考えたら、その分を電脳でチャラにした
いと思います。ステキな商材をありがとうございました！ 
 
 
N さん 
僕も電脳せどりのマニュアルは数種類購入しましたが、基本的なこ
とを書かれていて、実践しても儲かる商品に行きつくまでに時間を
要し、スタミナ切れになることが多かったと思います。 
今回の電脳せどり必勝攻略ガイドは、効率化をフォーカスしている
ので、拡張機能は特に目からうろこの情報がありました。 あと、動
画も本当に効率化になりますね。̂ ^^;加えて、ワンタッチテンプレも
ヤバイです。 
 
 
 
 
 



 
 
K さん 
この度は、大変内容の詰まった商材ありがとうございます。ゲーム
せどり必勝攻略ガイドも購入させて頂きました！ 
今回の商材を購入してまず初めに「前回同様、想像以上にボリュー
ムたっぷりで嬉しい！」という印象でした！正直書籍になっても良
いくらいぎっしりでした。  
基本的に店舗でしか仕入れをしたことがなかったので、電脳に関し
ては全くの初心者です。しかし、挫折しないように、細かく解説さ
れていて本当に分かりやすかったです。 
また日々の積み重ねの重要性やマインド、効率化についても触れら
れており、技法以外の考え方についても勉強になりました。 
テンプレアプリについては、とても便利で色々な場面で応用でき、
商材買った初日から使ってこれだけでもかなり効率化しました。 
また今晩も商材読みながら頑張ります。 
 
 
 
M さん 
今回の商材で特に役にたっているところはメルカリの購入方法のと
ころです。ただ手当たり次第に電脳するのも良いとは思うのですが、
自分が気付かないところ、わかっていないところを丁寧にひも解い
てくれるような内容でした！内容以外にも SHOPUUさんが実際に
電脳しているデスク写真も参考になりました！何気ない写真だと思
いますが、早速真似して電脳しています。 
真似すると不思議なことに今まで全く成果が上がらなかった電脳、
特にメルカリでは候補の商品が見つかる確率があがりました！ 
ありがとうございました！  
 
 
 



 
 
I さん 
店舗せどりを始めましたが中々安定して仕入れできず、電脳せどり
の質をあげたいと考えていました。 
今回の商材では知らないことも多く私にとっては価値あるものでし
た。ヤフオクでも手動落札という無駄ともいえる行為をしていまし
た。なので入札予約を知れたことは大きいです。 
 
 
戸松さん 
今まで電脳での仕入れができず今回、ショプーさんの電脳せどりの
商材を購入させていただきました！ゲームせどり同様にとても勉強
になり商材を譲って頂きありがとうございました！ 
中身の方も、お勧めのショップやキーワードなど書いてありまして
非常によかったです。またヤフオクでの予約落札なども勉強になり
ましたし検索のやり方まで詳しく書かれてました！ 
これからも貴重な情報よろしくお願い致します！  
 
 
I さん 
自分の住んでいる場所は田舎で店舗数が少なく、一度仕入をすると
すぐに仕入れるものがなくなり安定した仕入が難しい状態でした。  
電脳せどり必勝攻略ガイドは自分のような初心者でもわかりやすい
内容で、拡張機能、ヤフオク、RSSリーダーなどについては、電脳
せどりを苦手としていた自分でも理解できました。また、電脳せど
りにおいても、近道はなく店舗せどり同様に根気と毎日の習慣が大
切だということがわかりました。今回は素晴らしい商材をありがと
うございました。 
 
 
 



 
広瀬さん 
 
個人的に参考になったものを下記にあげます。  
 
・	 拡張機能を使って効率よく仕入れを行う方法（知らない拡張プロ
グラムがありました）  

・	 儲かるキーワードで検索する方法（２８個ものキーワードが紹介
されていて、そのうち３つしか知らなかった） 

・	 稼いでいる人がどんなスピードでリサーチをしているか？（驚き
のスピードで、商品を検索していっているのにびっくりしました） 

・	 メルカリ仕入について（効率よく商品をリサーチする方法がわか
りやすく説明されていて参考になりました）  

・	 ヴァーストリサーチの手法（こんな手法があったの!？とビックリ
しました!）  
 

人によって、参考になる部分が違うと思いますがとても丁寧に説明
されているので初心者の人でも迷わずリサーチできるのではないで
しょうか。いろいろなリサーチの方法がありますが、稼げるキーワ
ードを教えていただいたので、繰り返しリサーチをして、自分のも
のにすれば稼げると思いました！ 
また、質問にも素早く返信していただけるのがなにより嬉しかった
です！ 
 
 
I さん  
商材の感想ですがちょっと物足りない感じなのが正直の感想です。
もうちょっとリサーチの方法などがあった方が良かったです。 
 
 
 
 



 
T さん 
今回の攻略ガイドを最後まで読んで自分の知らない部分が多くあり
とても勉強させて頂きました！！動画も見させていただきましたが、
兎に角早いに尽きますね！！ 
ヤフオクでの仕入はたまにしていましたが、いろいろな調べ方があ
ることがわかりました。今までは適当に調べていただけなので効率
悪い調べ方してたなぁと痛感しました。 
スマホのキーボードにも気を使っているのには正直言ってすごいと
しか言いようがありません。今まで自分は予測変換を使ってずっと
入力していたのですが、これを使えば時間短縮できるなと納得させ
られました。 
最後のヴァーストリサーチも知っているようで知らなかった事でし
た。やはり仕入れに力を入れるだけでなく、仕入れ方にもコツがあ
り、技があるんだなと考えさせられました。この度はありがとうご
ざいました！！！ 
 
 
高田さん 
僕自身、電脳せどりはあるツールを利用し行ってはいた（ネットシ
ョップメイン）のですが、教材はヤフオク仕入れがメインとなって
おり 90%以上いや 95%以上知らない内容でとても衝撃を覚えまし
た。 特に RSSの機能ですがうまく使いこなせば相当おいしい仕入
れができるのではないかとわくわくしています。  
 
 
I さん 
今回ゲームせどり必勝攻略ガイドに続き購入させて頂きました。 
感想としましては非常に効率よく商品を探すことができそうだと思
います。今までのやり方だとどうしても時間がかかってしまってい
たのでありがたいです！ 
 



 
  
S さん 
今回電脳せどり教材を購入させていただいたのは、電脳でも稼いで
いきたい。という気持ちがあったのはもちろんですが、実際のとこ
ろ、またいつものように店舗のほうが稼げるのではないか？という
気持ちもあり複雑でした。 
電脳に裂く時間があるなら、店舗に行ったほうが稼げるのではない
か？というのが、あくまで私の経験上あったからです。 
ですので、いくら良い教材を買って読んだとしても、きちんと実践
できるのか？という不安があったのも事実です。 
そのような気持ちでしたが、今回電脳せどり教材を購入し、読ませ
ていただきました。 
しょぷーさんの教材は、前回のゲームせどり必勝ガイドでもそうで
したが、マインドの話が最初に書いてあります。前回のゲーム必勝
ガイドの仕入れフィルターの破壊もそうでしたが、電脳せどりに必
要な『量質転化の法則』や『電脳せどりを毎日の習慣に』も私の不
安な気持ちを一気に払拭してくれました。 
電脳仕入れできないから、途中でやめて、ふらふら店舗に。。。 結
局、電脳を途中でやめているから（やり続けてないから）、圧倒的
に検索量が少ないので、質にも繋がらない。もちろん習慣にもなっ
ていないから、電脳せどりをしよう。という思考になっていない。
ということに気づかされました。 
しょぷーさんの教材は、ノウハウはもちろんなんですが、こういう
マインドに対する考え方が、自分を気づかさせてくれるので、とて
も勉強になり、今後にも大きく影響してくると思います。 
 
 
 
 
 
 



 
F さん 
商材を購入しまして大変満足をしています！今までに知らなかった
手順により電脳せどりを行っていく手法を覚えて直ちに行う事で商
品を見つけることが出来ました。 
いままでリアル店舗ばかりでしたので、嬉しく仕入れに幅ができて
大変喜んでいます。これからも使いこなして売上の向上に向けて頑
張ってゆきます！ありがとうございました！ 
 
 
山田さん 
ゲームせどり必勝ガイドに続き今回も購入させて頂きました。  
前回のゲームせどり必勝ガイドに書かれていることを実践すること
で、既に購入前と比べ仕入れ量、月商ともにアップしておりました
が、今回のガイドもさらに前進出来そうな内容でした！ 
自身で出来ていないという認識のある「効率化」の部分でだいぶ参
考になりそうなモノが書かれており、スキマ時間をより有効活用出
来そうです。また、ヤフオク仕入れを主戦場としていることもあり、
使いどころが多そうなテクは全て使わせて頂きます！ありがとうご
ざいます！ 
 
 
I さん  
全般的に小ワザ集的な印象ではあるものの、第１０章「５秒に一度
更新される!!ヴァーストリサーチの手法」が衝撃的で、これだけでも
購入した甲斐がありました！ 
 
 
 
 
 
 



 
服部さん 
電脳初心者の自分でも大変わかりやすく読みやすかったです。 休憩
時間などに読んで勉強しております。動画やばかったです。あのス
ピード・・目が点でした。少しでも近づけるよう努力します。 
 
 
Y さん 
このノウハウでこの金額は安いです。買って良かったです。 結局求
めていくと結局は効率だと思います。私は副業なのでなおさらです。
6章の動画を観て余りにも速すぎて、次元が違い過ぎました。 でも
自分のものに出来そうです（笑）あとマインドの面でも勉強になり
ました。 
 
 
O さん 
商材の感想といたしましては 99%知らない事だらけで驚きました^ 
^ これで¥9800？と思うほど素晴らしかったです。 今回はゲーム
せどり必勝攻略ガイドに続いての購入でしたが，次回の商材も大変
楽しみにしています(^^) 
 
 
 
金子さん 
早速商材を何度も読みながら実践しております。 クローム拡張機能
や定型文を入れるアプリなど知らない情報が多かったので大変参考
になりました。 特に、高速サーチが面白くて何度もやっています。
まだいい商品は見つかっていないですがこれからもどんどん実践し
ていきたいと思います。 ブログも楽しみに拝見しております。 
 
 
 



 
M さん 
テキスト購入前にグーグルクロームの導入はすんでいましたが、自
身の PCにグーグルクロームを導入するため、結構、ググリまくり
苦労しました。 
 
 
S さん 
情報の内容は知っている内容が半分知らない内容が半分といったと
ころでした。 知らない内容の中でもサーチの効率化は大変勉強にな
りました！従来私が行っていたリサーチよりも効率よくリサーチが
できるようになったと思います。これを知れただけでも価値がある
と思います。ありがとうございました！ 
 
 
K さん 
この商材では様々な機能や拡張機能などが細かく紹介されていて、
それ以外にもリサーチを効率化させる方法が書かれていて、こんな
便利な方法があるのか！と、とても勉強になりました。 
早速いくつか実践してみた所、少しづつですが成果も出てきている
ので、今後もっと電脳せどりで仕入れができるようになっていきた
いと思います。 
 
 
鎌田さん  
今回の商材を読ませていただいて初めて電脳に挑戦してみました。 
まだ何度も商材を繰り返し読んで確認しながらの状態ではあります
が この作業をルーチン化して作業の効率化・高速化をしていければ
と思っています。 
 
 
 



 
O さん 
前回のゲームせどり必勝攻略ガイドに続き、電脳攻略ガイドも購入
させていただきました。  
まず感じたのは電脳せどり究極のスピードアップ術であるという事。
自分は今までどれだけ無駄な時間を過していた事かと思いました。 
RSS リーダーはパソコン初心者の自分にとってはその機能にビック
リしました。 多くの情報入手法、拡張機能、オークファン、ワンタ
ッチテンプレ等たくさんの武器を手に入れることができたので、ヤ
フオク、メルカリでガンガン落札していきます。 
 
 
N さん 
前回同様今回も迷いなく購入させて頂きました。商材のツールを使
い、仕入れた物はアマゾンで売れました！少々時間がかかりました
が一週間で二個（ゲームソフト）売れた時は本当に嬉しかった！！ 
自分流でやっていても半年も売れなかったのに、商材を試して 1か
月で売れたのにはホント、驚きました。 今回の商材も納得のいく内
容でした。 
 
 
 
 

感想を頂くたびに更新していきます。 

気になった方は「電脳せどり必勝攻略ガイド」を 

お買い求めください。 
 
 

 



 
 
 

＊	 電脳せどり必勝攻略ガイド 
 

第１章：量質転化の法則 
（１）やり続ければいつか質も良くなる 
（２）電脳せどりを毎日の習慣 
第２章：電脳せどりのやり方 
（１）電脳仕入れスタイル 
（２）主な仕入れ先 

第３章：ヤフオク攻略編（初級編） 
（１）新着検索の手法 

（２）キーワード検索の手法 
第４章：今すぐ成果を上げる拡張機能 

（１）  オススメ拡張機能 
第５章：RSSリーダーの活用法 

（１）RSSリーダーとは 
（２）RSSリーダーの登録 

（３）実際に気になるページを登録していこう 
 
 



第６章：超高速！効率的リサーチ法（動画） 
（１）リサーチ時間を圧倒的に速くするために 
第７章：メルカリ攻略法（初級編） 

（１）メルカリの特徴 
（２）新規商品を狙う手法 

（３）キーワードで掘り起こす手法 
第８章：ワンタッチテンプレ活用法 

（１）長文入力不要!!ボタンタップするだけ定形文入力キーボード 
（２）キーボードの使い方 

第９章：効率良くリサーチする手法（エクスクルード） 
（１）メルカリ編 
（２）ヤフオク編 

第１０章：５秒に一度更新される!!ヴァーストリサーチの手法 
（１）数百万件の商品が一気にリサーチできる 

  

  

  

SHOPUUからご購入してくれた方は 

以下の特典が付いてきます。 

（クーポン番号を誰かから指定されている場合は受け取れません） 

  



 

 

  

  

「電脳せどり必勝攻略ガイドの音声版」と 

「プライスター棚卸しの早技」 

の２点です。 

  

商材ご購入後、僕宛にメールをください。 

件名に「特典希望」本文に「名前」「注文番号」を書いて頂きます

ようお願いします。 



 

申し込みはこちら 
 
 

 
http://shopuugame.com/dennou

hissyou 
 
 
 

どうぞよろしくお願い致します。 

SHOPUU 


