
クラスター長谷川の中古仕入れせどりクラブ 

RGC 
-リサーチゲーミングクラブ- 

リサーチゲーマー募集！！ 

楽しすぎるリサーチゲームで 
毎時間・樋口さんを一緒に目指しましょう！ 

（リサーチ時給として利益５０００円） 

９月のメルマガとブログでたくさん書いてきましたが 
このクラブのテーマは、リサーチ時給５０００円です。 

クラスターのノウハウ通りにリサーチをすれば 
誇張なしで普通に達成できる金額です。 

この毎時間・樋口さんは 

１ヶ月目から何度も体験できるでしょうし 
リサーチ時給１万円（福沢諭吉さん）も体験できるでしょう。 

２ヶ月目には平均値としてリサーチ時給５０００円を 
達成できていくでしょう。 

RGCでは公式な目標として、 
月商１００万円のような目指す売上は作りません。 

毎時間・樋口さんであるリサーチ時給５０００円さえ超えられたら 
あとは自身でリサーチ時給をあげていきつつ 
好きなだけリサーチして稼ぎたいだけ稼いでもらえれば良いと考えています。 

リサーチ時給５０００円オーバー以上のテーマは、 



自身で楽しんで考えてみてください。 

以前のメルマガの中の動画で、お話ししたのですが 
私は、４月に募集したヤフオク！に特化したコミュニティーを募集をした時 

「リサーチ時給３０００円は超えられます。」と約束しました。 

その結果、３ヶ月目でリサーチ時給（利益）４５００円 

４ヶ月目で６０００円まで達成したチーム生がいます。 

ヤフオク！のメンバー募集の時も 
本当のことを伝えてるのが分かってもらえると思います。 

むしろ誇張、嘘になってしまっては嫌なので 
正直、金額は控えめに言ってます。 

ですので、今回は、毎時間樋口さんと言ってますが 
普通に達成できる内容です。 

もう一度言いますが、誇張はしてません。 

スキルを身につけてリサーチをすれば、普通に達成できます。 

ということですので、今回のクラブでスキルを身につけてリサーチ時給が 
８千円、１万円くらいになる人もいるでしょう。 

以前のリサーチ時給よりも今回のリサーチ時給が1.6倍以上になったのは 
その分、ノウハウがパワーアップしているからです。 

クラスターが日々、実験を繰り返している証拠、証明の 
１つとなていることがとても嬉しいです。 



RGC-リサーチ ゲーミング クラブの強み 

楽しい！そして・・・・楽しい！ 

このリサーチ ゲーミング クラブでは、 
とにかくリサーチの楽しさを感じてもらえるのが 
一番の強みかなと思っています。 

それを通じて、リサーチ以外のせどり全体のスキル磨きも 
どんどん楽しくなっていくでしょう。 

ヤフオク！、メルカリ、ラクマという同じフィールドで 
中古リサーチという同じ手法でリサーチをすることで 
毎回のリサーチが、次に活かせるリサーチとしてどんどん実験ができるのです。 

だから楽しいんです！！！！！！ 

リサーチのノウハウとして、新規リサーチとして実験しても 
リサーチ時給（利益）が３０００円を 
普通に超えられるノウハウを用意しています。 

ですので、リサーチというゲーム（実験）をしながら稼げちゃいます。 

これって、すごくないですか？ 

ゲーム感覚なのに実際に稼げちゃうから、 
また次のゲームの戦略を考えること自体が、 
めちゃくちゃ楽しくなります。 

結果を出すまでのプロセスそのものが楽しいからこそ 
より結果を出しやすいのです。 

今度は、違うカテゴリーでやってみたら、どうなるだろう？ 

次は、この条件で商品リストを作ってみてら、どうなるだろう？ 

このように考えてみて、これを実際にリサーチしたら 
どんな結果になるのかが知りたくて実践してしまいます。 

そこには、リサーチの報酬結果としての成功や失敗の概念がありません。 
ただ、「実験結果」という興味に対しての面白さが待っているのです。 



リサーチがしたくないとか 
そういうのが意味分からなくなるでしょう。 

だって、こんな面白いゲーム、なんでしないん？ 

という感じです。笑 

めちゃ楽しいです。 

ただ、楽しいです。 

そして、楽しいです。笑 

ですので、ゲーム中毒になる心配はした方が良いです。笑 

クラスター自身が、今でも毎日リサーチというゲームをしてて 
そのことをクラブのグループ掲示板に書いてシェアし続けます。 

クラスターさんて、リサーチをほんとに楽しんでるなぁーー 
というのが伝わると思います。 

だって、楽しんでるので。笑 

そして、楽しいので。 

ということで 

楽しい！から楽しい！！ 

それが、このクラブの一番良いところかなと思います。 

考え尽くされた再現性９９％のノウハウの高い基準とは？ 

なんで楽しくなるのかというと 
やったらやった分だけ、しっかりと稼げるノウハウだからです。 

そのノウハウの基準はと言うと・・・・ 

クラスター長谷川が３つ以上のカテゴリーでリサーチして 



どれもリサーチ時給が最低３０００円を超えるという条件を 
クリアした方法だけをコンテンツに入れています。 

かなり厳選されたノウハウです。 

リサーチの実験をした時に 
リサーチ時給２０００円程度のノウハウは切り捨ててます。 

また、リサーチノウハウで私が常にこだわってきたのは 
商品知識やセンスが全くなくてもできる手法です。 

リサーチをノウハウ通りのルーティーンとして 
淡々と実践すればシステム的に結果がでる手法です。 

そこを突き詰めて考えてきました。 

同じようにリサーチをすれば同じ結果がでるノウハウが、 
ヤフオク！メルカリ、ラクマという 
クラスターと全く同じフィールドでリサーチができるので 

再現性は、９９％と言っても問題はないのではないでしょうか。 

ということで、あなたが実践することは 
リサーチ時間を確保してリサーチする！！だけです。 

これができれば、どんどん収益を上げていくことができるので・・・・・ 

楽しいです＾＾ 

普遍的に実践し続けられる安心のノウハウ 

ヤフオクは２０年、ラクマは８年、メルカリは７年の歴史があります。 

オークション・フリマアプリは、 
１年間のマーケット規模が１兆円を超えています。 

各販路が今後５年、１０年以内に失くなるとは思いにくいですが 
万が一失くなったとしても 
オークション・フリマアプリのマーケット自体は 



まだまだ伸び続けていくでしょう。 

そのような点で、このRGCのノウハウは 
半永久的に使っていけるノウハウとなります。 

ずっと使えるノウハウなので安心してできるのは・・・・・ 

やっぱり、楽しいです＾０＾ 

中古商品は、真贋調査が極めて少ない。 

現在、Amazonではメーカーの規制により 
新品仕入れは、真贋調査がくることがあり 
アカウント停止・閉鎖などにつながる可能性があります。 

アカウント停止であれば復活は高い確率で可能ですが 
そもそもAmazonアカウントスペシャリストとの 
やりとりがとても面倒です。 

中古商品であれば、真贋調査が来ることは 
ゼロではありませんが、ほぼありません。 

また、それによるアカウント閉鎖は 
現段階では聞いたことがありません。 

ですので、現在のAmazon物販をしていくうえで 
中古商品を扱うことは、 
極めて安全にアカウント運営ができていくということです。 

アカウントがなければ、Amazon物販はできませんので 
とても重要なことです。 

真贋調査が来ないのは・・・・・・ 

やっぱり、楽しいです＾０＾ 



すき間時間に完全在宅でリサーチできる 

ネットリサーチの１番のメリットは 
在宅でできることかなとクラスターは感じています。 

体調がちょっと悪い時や雨の日、 
店舗仕入れに行くのは精神的なハードルがかなり上がってしまいます。 

それにより、実際に行かなくなることもあるでしょう。 

ネットリサーチであれば 
ちょっとくらい体調が悪くても、雨の日でも関係なく実践ができます。 

もちろん、体調が普通に悪い時は、しっかりと休んでくださいね。 

店舗せどりと違い、移動時間はゼロなので 
やろうと思った時に、すぐに始められます。 

大きな時間の塊を確保しなくても 
１０分でもすき間時間があればリサーチできちゃいます。 

こんな都合の良い仕事って、なかなかないと思います。 

やりたい時にできる仕事は・・・・・ 

やっぱり楽しいです＾０＾ 

ということで、 

RGCは 

楽しいんです。＾＾ 



RGC-リサーチゲーミングクラブ-　クラブ内容 

クラブサポート期間 

９月１７日（新月）の開始から４ヶ月間。（来年の１月１６日まで） 

この４ヶ月間は、特に頑張って欲しいという 
クラブ集中サポート期間として設定しているだけです。 

期間が終了したからと言ってサヨナラではありません。 

期間終了後は、クラスター監督とクラブメンバーという関係から卒業し 
同じ物販仲間の一員になるとクラスターは考えています。 

同じ物販仲間として一緒に成長できていくと 

楽しいからです＾０＾ 

クラスターリサーチ実況中継！動画２０本＆仕入れ商品２０個（動画） 

今回のコンテンツでもっとも価値のある内容になるのが 
こちらの動画集になると思います。 

私が普段リサーチしている様子をクラスターの頭で考えていることを 
全てそのまんま話しながらPC画面を収録します。 

言い換えると、オンライン仕入れツアー動画ですね。 

それを見ることで 

リサーチ順序 
私の仕入れ判断の視点 
パソコン操作のスピード 
類似商品リサーチをするケース 

などなど 
クラスターのリサーチ中の脳の中の全てを 
生々しく見ることができます。 

このいろんな種類のリサーチの動画を２０本はアップします。 



しかも、実際に仕入れができるという証拠として 
リサーチ動画中に見つけた商品をクラブメンバーに個別で教えちゃいます。 

利益額は調整できませんが 
商品の提供個数は平等になるようにします。 

Amazon お宝商品リストリサーチ by Product Finder（PDF） 

今回のクラブで新たに追加された、とても強力なノウハウです。 

KeepaのProduct Finderという機能を使って 
Amazonのお宝商品のリストを作成します。 

Product Finderで条件を複数設定して抽出された商品リストを 
さらに加工するので、特殊な手法となります。 
（特別に難しいスキルは必要ありませんので安心してください。） 

その完成した商品リストをもとに 
ヤフオク！、メルカリ、ラクマで同時検索して 
リサーチしていきます。 

メルカリとラクマで商品の仕入れができることが多いので、 
リサーチ中に利益を確定していくことができます。 

Amazonのランキングは毎時間入れ替わってますので 
毎日違う商品を抽出することができます。 

ですので、リサーチ対象になる商品が枯れてしまい 
リサーチができなくなることはありません。 

この手法では、メルカリ、ラクマで出品がされてから 
しばらく日数が経った商品を狙いますので 
ライバルに横取りされる可能性は低いです。 

フリマアプリ仕入れですが 
落ち着いて商品を仕入れることができます。 

このProduct Finderのノウハウだけで 



現在５つの強力な手法があります。 

このProduct Finderのノウハウは、 
現在クラスターが力を入れて開発中ですので 
ノウハウはさらに増えていきます。 

楽しみにしててくださいね。＾＾ 

ヤフオク！究極仕入れコンテンツ（PDF） 

こちらは、ヤフオク！リサーチだけに特化したノウハウとなります。 

●なぜ、ヤフオクで仕入れるのがおいしいのか？ 
　　　 
ヤフオク！仕入れをする前に、そのメリットや醍醐味を 
しっかりと理解しましょう。 

●ヤフオク！仕入れ究極キーワード　リサーチ 

リサーチの肝になる部分になりますが、 
クラスターが幾多のキーワードを試してきた中でも　 
もっとも効果的に商品が見つかりやすい 
キーワードのジャンルやリサーチ方法をお伝えします。 
　　 
究極の方法として、全部で８つの手法があります。 

もちろん、ヤフオク！もProduct Finderも 
ネット上で他のせどらーさんがブログや動画などに載せているノウハウとは 
全く視点が違います。 

クラスターしか持っていないノウハウとなります。 
だから価値があるのです。 

　　 
●検索設定編 

商品を一つ一つ順番にリサーチしていく前に 



どのような検索設定をすれば莫大な商品量の中からお宝が浮き出てくるか？ 
　　　　　 
どの設定や項目を活用すれば、効率的なリサーチができるのかだけでなく 
どの設定や項目を使わない方が良いということもお伝えします。 
　　　　　 
また、どのようなカテゴリーを狙えば良いのか？ 
または、注意すれば良いのか？ということもお伝えします。 

●商品リサーチ実施編 

上記の検索設定である程度商品を絞り込んでも、 
表示された全商品をリサーチするわけではありません。 
　　　　　　 
どのような商品を深掘りしてリサーチするべきか？のポイントを伝授します。 
　　 
ヤフオク！で出品されている商品から　 
Amazonで出品されている（出品されていた）商品ページを 
見つける必要があるのですが 

どのようにリサーチ（検索）すれば良いのか？ 
また、見つからなそうな場合は、どの時点で諦めないといけないのか？ 
　　　　　　 
をお伝えします。 
　　 
商品画像と説明文のどこを注意して見なければいけないのか？ 
　　　　　　　 
そのポイントもお伝えします。 

●仕入れ判断編 
　　　　　　 
・ランキングは、何位くらいまで見るのか？ 
・仕入れ判断における回転率の考え方。 
・安全な仕入れなのにライバルが手を出さない仕入れ基準とは？　 
・クラスターが考える最低利益率は？ 

をお伝えします。 



●入札＆落札編 
・入札予約額は、どのように設定をすれば良いか？ 
・ライバルに差がつく入札時の注意点とは？ 
・落札後の値下げ交渉フォーマット文 
・着払いを元払いにしてもらう方法 

をお伝えします。 

●Amazon販売編 
　　　　　　 
ライバルから頭一つ抜き出し購入者から 
買ってもらう店として選んでもらうことができる 
商品説明コメント文をお教えします。 

この文章をそのまま使えば、 
似たような商品状態のライバルが出品していても 
あなたから購入してもらえるでしょう。 

中古の出品で頭を抱えるのが、出品コメント文の種類の数です。 
クラスターは、必要最低限として 
全コンディション、全カテゴリー合わせて 
９種類のフォーマットを使っています。（実質、６種類でも可能。） 

このフォーマット文章の数は極めて少ない方だと考えています。 
その思考と文章をすべてシェアしますので使ってください。 
　　 
キャッシュフローが円滑になる価格改定の方法もお伝えします。 

●ヤフオク！仕入れリサーチ失敗手法大全集 

成功した事例を知れるのは十分価値がありますが 
それに近いくらい失敗の事例も価値があります。 
　　　　　　　　 
なぜなら、そのリサーチ方法を試す時間とエネルギーを 
違うことに使えるからです。 
　　　　　　　　 
失敗の事例は２０種類ほどあります。 



　　　　　　　　 
うまくいかない手法でも確認のため 
最低でも３時間はリサーチしてますので 
６０時間以上は確実にショートカットできます。 

出品外注化！コンテンツ（PDF） 

物販は、仕入れをすればするほど出品作業が増えます。 

この出品作業をすべて自分でし続けていくと 
リサーチ時間を確保できず、売上を伸ばせなくなるタイミングが必ずでてきます。 

出品作業はスタッフ（在宅の主婦）さんに頼んで 
外注化することは物販ビジネスの右肩上がりの成長のためには必須です。 

その出品作業を外注化！するためのコンテンツを全て提供します。 

§外注さんの募集文 
§募集媒体について 
§面接（面接文章もあります） 
§採用 
§研修（マニュアルもあります） 
§契約書（司法書士さんにお金を払って作成してもらった正式な契約書フォーマッ
ト） 

外注化のコンテツだけで、本来は別で数万円で販売できる内容です。 

これがクラブのコンテンツに入ってるのは、とても貴重です。 

このクラブを、ぜひ外注化のキッカケにもしてみてください。 

中古ネットリサーチで意識すること 
　　　 
ビジネスではマインドセットといわれる部分ですが、 
かた苦しく、難しく考えて欲しくないので 
　　　 
「意識すること」という表現にしました。 
　　　 
中古リサーチの 



とてもシンプルな前知識をお伝えします。 

ネット仕入れせどり環境設定 
　　　 
ネット仕入れにおけるリサーチの武器は、PC周りの環境です。 

リサーチ前に武器をしっかりと揃え、磨き上げておかないと 
勝てる戦も勝つことができません。 
　 
ですので、どのような武器を準備し、磨き上げるのか 
具体的にクラスターがPCで設定している全てをお伝えします。 
　　　 
クラスターが普段している環境をお教えします。 
　　　 
特別、難しい内容はありませんので安心してください。 
　　　 
クラスター自身が、なかなかのPC音痴です。 

ネットリサーチ商品管理スプレッドシート（エクセル） 

ネットリサーチで仕入れができるようになったら 
重要なのは商品管理です。 
　 
この商品管理を整理した状態にしておかないと 
経営状態の訳が分からなくなり、戦略も立てにくくなります。 

そこで、クラスターが実際に使用している 
グーグルドライブのスプレッドシート（エクセルのようなもの）を 
そのまんま公開します。 

このスプレッドシートは、フォーマットのままお渡ししますので 
そのまま使用してもらうことが可能です。 

クラスターの書籍の特典についてある「せど管理」のような 
最楽管理のマインドを引き継いだシステムとして 
ネットリサーチ商品管理がこれででできます。 

累計で８時間以上かかって仕上げた管理表となります。 



主なコンテンツの項目は以上となりますが、一言でまとめると 
クラスターが中古リサーチで実施してきた全てをコンテンツ内でお伝えします。　 

また、すべてのノウハウはコンテンツだけでなく 
サポートもしますので何でも相談、質問可能です。 

ここまで考え尽くすんだ！ということを 
コンテンツを通して感じてもらえると思います。 

※古物商取得に関するコンテンツやサポートは入っておりませんので 
　ご了承ください。 

サポート内容 

クラブメンバーが集う掲示板 

チャットワークの部屋を 
RGCクラブメンバーのグループ掲示板として使っていきます。 

できるだけ毎日、その日の振り返りと次回のリサーチ予定を投稿をすることで 

せどりが習慣化され、 

改善のスパイラルが生まれるので 

成功確率が、とても高まります。 

投稿をすることにより 
メンバーが読んでいるという意識が働き 
次回の投稿により良い報告をしたくなるための行動を 
自然と自分に起こすようになります。 

行動しちゃう循環がシステム的に生まれていきます。 

もちろん、多くの投稿により 
仲間との交流が増えるので刺激の循環も生まれます。 

このようにグループ掲示板での投稿は、成功の土台になってくれます。 



また、せどりの質問、相談、情報共有、息抜き自由コメントなど 
いろんな投稿でみんなで楽しめればなと思っています。 

ぜひ、活用してください＾＾ 

グループ掲示板への投稿に躊躇がある場合は 
クラスターに個別で投稿してもらっても大丈夫です！ 

クラスター長谷川のマンツーマン無制限個別メッセージ＆ZOOM 

クラスターに個別メッセージで、個人的に直接質問ができます。 

仕入れ判断の相談も、もちろん大丈夫です。 

技術的なことだけでなく、 
メンタル的な相談も遠慮なくしてください。 

１日２回は、個別連絡とチーム掲示板をチェックするようにしますので 
通常は、１２時間以内に返信します。 

休みや体調不良などで 
まれに２４時間以上かかる場合もあるかもしれませんが 
どれだけ遅くとも４８時間以内には返信しています。 

そして、メッセージだけでなく 
ZOOM（通話）でも質問を無制限に受け付けます。 

込み入った相談などは通話で話しましょう＾＾ 

リサーチしている様子をチェックして欲しい場合も 
パソコン操作に変な癖がないかなど、総合的にアドバイスします。 

コンサル生限定交流会（オンライン＆オフライン） 

ZOOMで、オンライン交流会を毎月１回実施する予定です。 

同じ中古リサーチというゲームをしている仲間との話は 
刺激が多く、勉強になり、楽しいですよ＾＾ 



平日の夜にしたり、週末の夜にしたりして 
メンバー全員が参加していきやすいように時間帯は 
いろいろと毎回変えて実施する予定です。 

もちろん、本来は直接会えるように飲食店で交流会を実施したいのですが 
現在、コロナウイルスの状況がありますので 
ウイルスが落ち着いた段階で実施致します。 

クラスター長谷川は、店舗せどりや情報発信のコミュニティーも持ってますので 
そのような仲間とも交流していけますよ。 

先輩せどらーにも会えますので 
とても価値が高い交流会に参加できます＾＾ 

コンサル生限定イベント参加権 
　 
以前、メンバーと一緒に温泉へ泊まりに行ったり、 
無人島へBBQしに行ったり、謎解きゲームに参加したり、 
色々とアクテビティー活動もしていました。 

メンバー限定のイベントへの参加権も持つことができます。 

こちらも、コロナウイルスの状況がありますので 
ウイルスが落ち着いた段階で何か楽しいことをしたいなと考えています。 

クラブ参加費用 

クラブへの参加費用は、３０万円（税別）です。 

ですので、３３万円（税込）となります。 

ただ、RGCとして１回目の募集記念として 

３０万円、税込とします。 

金額としては安くはありません。 

ですが、毎時間・樋口さんとして 



リサーチ時給が５０００円可能なノウハウです。 

毎時間５０００円て 
やっぱり、とても価値があると私は思っています。 

クラスター自身も、すぐにこの領域に到達できた訳ではありません。 
日々、リサーチノウハウを開発してきました。 

結果のでるノウハウよりも、失敗ノウハウの方がもちろん多いです。 

その成功できるノウハウを初めから知れるのは 
とても価値のあることです。 

リサーチ以外のコンテンツも、外注化などもあり盛りだくさんです。 

環境も、サポートも、それ以上ないベストなものを用意しています。 

クラスター自身としては、すべて出し切っています。 

この十分な価値内容に驚いてくれる人に 
リサーチゲーミングクラブに、参加して欲しいと考えています。 

参加費に対する価値内容が微妙だと少しでも感じる場合は 
参加は、お互いのためにご遠慮ください。 

銀行振込か、インフォカートのクレジットカード決済でお支払いが可能です。 
クレジットカード決済は、２４回まで分割ができます。 
分割の場合、分割手数料がかかります。 
各クレカ会社によって手数料は違いますので 
各クレカ会社にお問い合わせください。 

参加はこちらから 

参加は、簡単【３STEP】です。 

【STEP１】クラスターに参加表明のLINEメッセージをする。 

登録してもらっている 



クラスターせどりクラブ（RGC）専用　LINE 
https://lin.ee/npSHSni 

から 

「RGCに参加します。」 

とメッセージください＾＾ 

【STEP２】　参加費用を支払う。（できれば９月１６日中に。） 

支払い方法は銀行振込とインフォカートクレジットカード決済の２種類です。 

●下記の銀行口座への振り込みであれば、お値引きがありお得です。 

今回のテーマである「樋口さん」分、お値引きします。 

５０００円です！！！ 

が、もうちょっと頑張ります。 

今年は令和２年なので、２％引きます。 

３０万円の２％分ですので６０００円です。 

ということで、２９万４千円を下記にお振込みください。 

三井住友銀行 
武蔵小杉支店 
普通2223712 
アールド（カ 

●クレジットカード決済の場合はこちら 

http://www.infocart.jp/a.php?item=68356 

（インフォカート・２４回まで分割ができます。 
　分割の場合、分割手数料がかかりますので、総支払い額は３０万円以上になります。） 

【STEP３】　参加費の支払い報告をLINEでください。＾＾ 

以上です。 

https://lin.ee/npSHSni
http://www.infocart.jp/a.php?item=68356


ラストメッセージ 

毎時間・樋口さん！！を目指して 

面白すぎるリサーチゲームを一緒に楽しみましょう！！ 

by 楽しい気分のクラスター長谷川 


