
☆★☆ドロップシッピング革命☆★☆ 

 
まずこちらの内容を何よりも先に優先してください！ 

  

なぜなら、これである程度仕入れに使う資金が稼げるからです！ 

 

この仕入価格をご覧いただければすぐにお分かりいただけるかと思いますが利益必須です！ 

 

不安な方はオークションなどで販売するとどうなるか調べてみてください。 

  

この情報は、売ればほぼ１００％の利益が出るドロップシッピングができる仕入先 

  

情報です。１回だけ商品代金以外完全に無料で仕入可能でノーリスクの 

  

仕入先です。iPod ダイソン、Wii Blue-ray  デジカメなどの売れ筋 

  

商品がなんと！！ 

  

一般市場価格よりもはるかに安く仕入れ可能で送料無料です。他にも商品はたくさんあります！！ 

  

  

見込める利益は商品によりバラバラですが最低落札価格を卸値＋オークション出品 

  

費の価格に設定していただければ損することは絶対にありません。 

  

卸値＋１，２万で売ってもほぼ確実に売れる需要の高い家電が仕入れ可能です。 

 

以下の商品が仕入れ可能になります。仕入先の紹介は１つだけではありません！ 

 

今すぐ始められて最速３日後には落札されることもあり得ます！ 

  

※↓これらは仕入可能になる商品のごく一部でありたったこれだけがすべてではあり

ません。 
URL は仕入先の URL ではなく市場参考価格を証明するためのものですので 

仕入先につきましては下に記載がありますのであせらずご覧ください。 

※これらの商品は仕入れ可能になる商品の一例ですが仕入先の都合などにより仕入れ可能な商

品、仕入価格、市場価格は常に変動しますので予めご了承ください。 

↓こちらの商品はすべて無料体験で一切無料で卸し販売ができる商品です↓ 

◆─────────────────────────────────◆ 

│AQUOS LC-26DX2 特別卸値：５７，０００円     



◆─────────────────────────────────◆ 

  

 ▽ 一押し激安特価品  ＜市場参考価格１２０，０００円＞ 

 http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/dx2_26/ 

  

・1 台で、BD 録再も、DVD や CD の再生も楽しめる！ 

・予約録画も再生も簡単、快適に操作 

・ブルーレイディスク 1 枚に約 30 時間（注 1）も録画 

 ◆─────────────────────────────────◆ 

│APPLE MP3 プレイヤー iPod nano 16GB 特別卸値：１２，９００円 

  ◆─────────────────────────────────◆ 

 ▽一押し激安特価品  ＜市場参考価格１７，８００円＞ 

http://www.apple.com/jp/ipodnano/ 

・ビデオカメラにもなる nano 

・Genius Mix。お任せで完璧なミックスを 

・ＦＭラジオ＋ライブポーズ。新しいスマートな聴き方。 

・フィットネス！リズムよくシェイプアップもできる 

◆─────────────────────────────────◆ 

│PS3 ウイニングイレブン 2010  特別卸値：４，６００円 

◆─────────────────────────────────◆ 

  

 http://www.konami.jp/we/portal/lineup_index.html▽＜市場参考価格７，９８０円＞ 

 

・ 

・◆─────────────────────────────────◆ 

│ ニンテンドーDS i LL         特別卸値：１４，０００円     │ 



◆─────────────────────────────────◆ 

  

 ▽ サイズが大きく見やすくなって新登場！！ ＜市場参考価格２０，０００円＞ 

    http://www.nintendo.co.jp/ 

  

・大画面で見やすく高画質！ 

・世界中のライバルと対戦可能 

・ペンも大きく使いやすい 

 ◆─────────────────────────────────◆ 

│ ディズニーラーンドペアチケット卸値：７，７００円 

◆─────────────────────────────────◆ 

  

 ▽ カップルで行っても友達と言っても楽しめる夢の世界へご招待 ＜市場参考価格１１，６００円＞ 

http://www.tokyodisneyresort.co.jp/tdl/ 

  

・ディズニーランドへ格安でいけてしまう夢のチケットです！ 

・ディズニーランドのリピート率は９７．８％！売れる確率も高確率です！ 

  

 ◆─────────────────────────────────◆ 

│SONY サイバーショット DSC-TX1 卸値：円 

◆─────────────────────────────────◆ 

  

 ▽ ＜市場参考価格３６，６００円＞ 

http://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-TX1/ 

  

・３．０インチ液晶大画面 



・暗いところが４倍キレイにとれる 

・タッチ操作が可能！ 

◆─────────────────────────────────◆ 

│ 伊藤園 １日分の野菜 ２００ｍｌ×４８本ケース  特別卸値：２，８００円      │ 

◆─────────────────────────────────◆ 

  

 ▽ 大感謝オーナーサービス品①     ＜市場参考価格４，８００円＞ 

   http://www.weider-jp.com/index.html 

  

・これ一本で一日分の野菜が手軽に取れます。 

・野菜チャージ 

 

◆─────────────────────────────────◆ 

│ ニンテンドー DS トモダチコレクション 特別卸値：９００円 

 ◆─────────────────────────────────◆ 

 

 ▽ 大人気機種の大人気ソフトが激安 

＜市場参考価格 ３，８００円＞ 

http://www.nintendo.co.jp/ds/ccuj/ 

 ◆─────────────────────────────────◆ 

│FINAL FANTASY XⅢ 卸値：５，８００円 

◆─────────────────────────────────◆ 

   ＜市場参考価格９，２４０円＞ 

 ▽http://www.square-enix.co.jp/fabula/ff13/ 

 

 



◆─────────────────────────────────◆ 

│Panasonic DIGA DMR-BR550      特別卸値：４９，８００円    │ 

◆─────────────────────────────────◆ 

  

 ▽ ハイビジョン画質をそのまま録ろう！！ 

 ＜市場参考価格７９，７００円＞ 

http://panasonic.jp/diga/ 

  

・今の Blue-ray は見るだけじゃない！！ 

・撮った画像を携帯で持ち出し可能 

・安心大容量のハードディスク 

・フルハイビジョン対応 

◆─────────────────────────────────◆ 

│ヤーマンゲルマビューティーローラー 特別卸値：１１，８５０円 

◆─────────────────────────────────◆ 

  

 ▽＜市場参考価格１４，８００円＞ 

http://www.ya-man.com/ 

どこでも携帯できる美容必須アイテム 

 

◆─────────────────────────────────◆ 

│ドクターシーラボ アクアコラーゲンスーパーモイスチャー５０g 特別卸値：１，５００円 

◆─────────────────────────────────◆ 

  

 ▽ 保湿パワーが飛躍的にアップ！シンプルケアはそのまま進化した保湿ゲル 

＜市場参考価格 ３，９９０円＞ 



 http://www.ci-labo.com/item/kisokeshouhin/hositsugel/ 

・ 

●これから訪れる感想の季節に向けて売れること間違いなしです 

  

┌────────────────────────────────┐ 

 最大の魅力 → → → 最新人気アイテムが破格の卸値！！！ 

 …………………………………………………………………………………… 

では、詳細の説明に入りたいと思います。URL をクリックする前に手順をすべ

て読んでください。 

各サイトにアクセス⇒無料資料請求⇒自分に合った仕入先を選ぶ⇒出品、 

販売⇒利益を獲得（本当に稼げることを実感） 

 といった簡単な流れですので手順通りに進めていってください。 

  

 

① こちらの URL をクリックしてお気に入りに登録 

必ず一番最初に 

http://auctionsbenrishinji0324.web.fc2.com/gekiyasushiiredtrapshipping.html 

↑クリック 

   をクリックしてお気に入りに登録してください 

  

② サイトにアクセス  

 その中にあるものすべてドロップシッピングができる仕入先です。 

 すべてお勧めの仕入先を厳選してありますのでどれがいちばんお勧

めとは言い切れませんがいくつかあげますと 



うるぷろ.com、サイバー、サイト、ライフ、トップ、フォーカス、ナビ、イン

タービジネス、アルファ、の９社です！ 

③ このホームページからバナーをクリックして資料請求 

まずは、この９社全ての無料資料請求を必ず行ってください。 

 資料請求をしないと一番肝心な、商品の価格が見れません。同じ商

品でも会社によっては卸値が全然違いますのですべての資料、価格

表が手元にあると参考にしやすいと思います。 

やはりそれぞれあなた様に合った販売方法をしていただくのが一番利

益につながるかと思いますのでまずは９社すべて無料資料請求をし

ていただいて資料がすべてそろったらそれをならべて９社の中から無

料体験仕入ができる仕入先を選んで無料体験仕入の申し込みを行っ

てください。申し込みは各社担当者に資料請求後の電話で伝えてくだ

さい。このドロップシッピング革命の醍醐味は無料体験仕入れができ

るということで本来有料の契約をせずに初回目の仕入れが無料体験

になりますのでそれを利用しオプションのご案内でもご紹介した商品

をいくつか実際に仕入れて販売することができますのでそれを使って

稼ぐだけ稼いでください！そうすれば私にお支払いいただいた分の情

報料もしくはそれ以上に利益を上げることが可能です。もちろん無料

体験仕入れができる会社は１社だけではありませんのですべて使用

していただいてもいいと思います。資料請求をしないと商品の仕入価

格や詳細はすべて公開されていませんので内容がわかりません。 



このドロップシッピング革命に記載の無料体験を利用して利益を得るという内容を実行したのち継続して

有料契約をされる場合には各社担当者とよく話し合いすべての契約をご購入者様自身の自己責任の下

行ってください。無料体験のみで有料契約をせずに止めることも可能です。 

本情報商材ドロップシッピング革命は無料体験仕入でご案内した商品を実際に仕入、販売していただく

ことのできる会社のご案内となりますのでご契約、ご契約内容、商品品質、各社の対応、ご購入者様に

及ぶ損害などのご購入者様と仕入先各社間とのトラブルが発生した場合でも一切の責任を負わないも

のとし、無料体験のお申し込み、有料契約はこの情報内容により強制するものではなくご購入者様任意

での自己責任契約となりますので予めご了承の上行ってください。 

 

 

最重要 注意事項 

資料請求後、各社から資料のお送り先を聞くために電話がかかってき

ますが担当者の方に当社を知ったきっかけは？と聞かれた際に『情

報の購入で』と言ってしまうと取引を断られたと言う報告を他の購入

者の方から受けております！！ 

きっかけを聞かれた場合には必ず『ネット検索で紹介ページ

にたどり着きました』と言うようにしてください。せっかくオプショ

ンを買ったのに取引ができなければ意味がありませんのでくれぐれも

ご注意ください。 

 

 

 

 

重要  



資料請求をする際にコメントなどの記載欄があれば電話に出られる日にち、時間帯などを

記入して指定しておくといいでしょう。また、資料請求を行うと以下の電話番号から電話が

かかってきますので、資料請求の際に携帯の電話番号を記入される方はあらかじめ電話

帳へ登録しておくとどこからかかって来たのかわかりますので便利ですので以下の番号を 

携帯のアドレス帳へ登録しておいてください。 

※この番号は資料請求をするための番号ではなくご購入者様へかかってくる電話番号で

すので電話での問い合わせではなくインターネットで資料請求をするようにしてください。 

 

資料請求の後にかかってくる電話番号 

手入力が面倒であれば QR コードを携帯で読み取って番号登録をしてください。 

※こちらの電話番号からでは資料請求はできません。 

株式会社サイバー 03-5444-5318 

 

株式会社サイト 03-5846-1761 

 

株式会社 HONU うるぷろ.com 0120-963-736 

 

株式会社アルファ  03-5985-0600 

 

株式会社ライフ  03-5366-0696 



 

株式会社フォーカス 03-5414-6531 

 

株式会社 ナビ 03-5524-3860 

 

株式会社 インタービジネス 0120-297-797 

 

株式会社トップ  03-5806-1091 

 

 ↑携帯に番号を登録 

資料請求は↓から 

http://auctionsbenrishinji0324.web.fc2.com/gekiyasushiiredtrapshipping.html 

 
 

資料請求をしても電話がつながらないと自動的にキャンセルされてしまい、肝心の資料が

届かないことがあります。その場合はもう一度 

http://auctionsbenrishinji0324.web.fc2.com/gekiyasushiiredtrapshipping.html 

↑こちらから資料請求をし直さないといけないという二度手間になってしまいますので必

ず電話にでれるようにしてください。 



④ 出品、販売 

 その後、９社から資料が届きましたら内容をご覧いただいてできれば

すぐに出品ができるところから始めていって下さい。 

各社に資料請求をするとその後販売の方法などを丁寧に説明してく

れますのでそれに従ってください。アドバイスや出品方法、販売方法、

写真なども無料でもらえるはずです。お問い合わせにも丁寧に応対し

てくれますのでわからないことは各社の担当者にお尋ねください。 

まずは、無料体験仕入から始めていってください！始めの初回目の

仕入れが利益が出ることを実感していただくために無料体験を行って

いる会社が何社かございますので詳しくは資料を参照の上、無料体

験から始めたいと言う旨をお伝えください。 

行う内容は普通のヤフオク出品と同じです。商品発送など行わなくて

すみますので通常の出品より簡単です。非常に簡単な作業で売れれ

ばほぼ確実な利益が見込めますのでやってみてください。 

③で記載しております『最重要 注意事項』を無視された場合におい

て仕入先から取引を断られたとしても当方は一切の責任を負いかね

ますので必ず③の『最重要 注意事項』を参照してください。 

 

 

デジタルドラゴン 

こちらもお勧めです。 

http://auctionsbenrishinji0324.web.fc2.com/gekiyasushiiredtrapshipping.html 



こちらの中で紹介しておりますのでクリックしてご覧ください。 

中古のパソコンが格安の料金プランでドロップシッピングが可能で

す。 

 

Make Shop 

こちらは、サイト中ほどにあります。 

はじめ無料登録から始めてください。ネットショップ運営を考えている方には 

最適です。費用も比較的安く仕入れもしっかりとサポートしてくれます。まずは無料登録 

で利益が出ること、運営可能であることを実感してみてください。 

 

以上が本商材『ドロップシッピング革命』の内容となります。 

長らくのお付き合いまことにありがとうございました。 

この優良激安仕入先の数々をご利用いただいてみなさまが豊かな生活を送ることが 

できますことを心よりお祈り申し上げております。 

今後ともあなた様と何かのご縁でお取り引きをさせていただく機会がございましたら光栄

に思います。このたびは、お買い上げまことにありがとうございました。 

下記にこの情報に関する注意事項及び禁止事項を記載しておきますので必ずご覧くださ

い。この情報は私の完全オリジナルです。 

※注意事項、および禁止事項※ 

 

本商品でお伝えします内容は一般的な内容であり、時には個々人の事情により変更すべき箇所もあるか

と思います。その場合は本商品で紹介いたします内容にこだわらず、お客様一人一人に適した内容に変

更をお願いいたします。 

この商品によりお客様にいかなる損害・損失が発生した場合においても当方で責任を負うことはできませ

んのでご了承ください。 

本商材ならびに特典、オプションプランなどすべての情報において著作権により保護されておりますので 



本文、URL、取引メール、販売ページ、画像すべてにおいて無断転載、転売、転送禁止です。 

本商材はご購入者様のみ観覧することが許可されていますのでご本人様以外の第３者に内容を流出さ

せてはいけません。本商材をお買い上げと同時に秘密保守義務と利用規約厳守義務が発生しますので

注意事項、禁止事項を厳守していただきます。これらの義務を犯す者は容赦なく法的対処の対象となり

ますのでご注意ください。 

ネットショップ開業にあたってご紹介した One Style My Shop でのネットショップ開業がどの仕入先でも必

ず審査を通過して仕入れが可能になるという１００％の保証をするものではありません。あくまで仕入れ可

能にする方法の一例とお考えください。 

この情報に記載のある仕入先すべてにおいて実際に仕入れを行った経験があるわけではありませんの

で審査を通過せず仕入れができないことも仕入先によってはある場合もありますのでこの情報は１００％

どんな仕入先でも商品が仕入れ可能となる保証をするものではありませんのでそういった返金にも応じ

かねますので予めご了承ください。 

本商材は、利用することで非常に安価な価格で商用目的の商品を仕入れることのできる仕入先を知るこ

とができる情報商材であって必ずしもお求めの商品を仕入れることが可能になるわけではございません。

本情報をもとに仕入れられる商品の品質保証並びに価格の保証は行っておりません。商品の値段は一

般市場の需要と供給などあらゆる可能性に左右され常に変動するものですので安い商品もあれば高い

商品もあり度の値段が安い、高いと感じられるのも個人それぞれで違いますので商品が高いものがあっ

たとしても値段に対するクレームも受け付けておりませんので予めご了承ください。 

商品の数も膨大な量があり、すべての商品を実際に仕入れたわけではありませんので販売ページでご紹

介しました商品が今どこでいくらで販売されているかというお問い合わせにはお答えできません。 

販売ページの注意事項にも記載の通り商品はご購入者様ご自身で探していただく形となります。 

最低仕入数量も各サイト、各問屋によって違うためすべての商品が数量１つからの仕入れが可能となる

わけではございません。 

ほとんどの仕入れ先が非常に需要の高い売れ筋商品を取り扱っておりますのでホームページに記載さ

れてある商品が売り切れなどで手に入らない可能性もありますのでご購入はなるべくお早めに行ってくだ

さい。なお、ホームページの商品の価格の記載に嘘はございませんが売り切れなどの仕入れ先の都合で 

仕入れることができなかった場合などにつきましてもそういった理由での返金には応じられませんのでご

了承ください。 

ご購入者様と、本商材でご紹介しました仕入れ先間のトラブルには私は一切関与しないものとし、一切の

責任を負わないことといたします。 

仕入れにあたっての購入などはすべてご購入者様の自己責任の下で行ってください。 

本商材は上記にも記載しましたとおり仕入れ先を知ることはできますが本商材を使用して必ずしもご購入

者様に利益をもたらす商材ではないことだけご理解ください。 

安価で仕入れを行った後に、ご購入者様の販売方法によっては利益をもたらすことは可能ですがオーク

ション相場などその時期などにより需要と供給は常に変化するものですのでそれを確実に保証するもの

ではありませんのでご了承ください。 

これらの情報（ヤフオク問屋マスターガイド！！）、付属会計ファイル（ヤフオク問屋マスターガイド-月間

収支表）並びに使用説明書、特典 1,2,3、オプション（市場価格リサーチツール、モバイル長者への道、ド

ロップシッピング革命）、出品ページ、画像、取引メールのすべての著作権は『ヤフオク問屋マスターガイ

ド！！』に属しまた、私 Yahoo ID empty_color1126 が所有する著作物です。 

 

いかなる理由があろうと転写、転載、転売禁止です。 



これらの内容は情報になりますので法的にもクーリングオフ対象外ですので返金ならびに返品ともに不

可能です。 

これらの注意事項などに内容に関しましても販売ページの本文中に記載がありますので、これらの注意

事項にはすでに同意のもと売買契約が成立しておりますので御購入後のクレームなどは受け付けませ

ん。 

これらの情報は転売を阻止する目的としてパスワードおよびコピーコントロールが組み込まれていますの

で、改ざん、コピーなどの情報を複製する行為は不可能となっております。パスワードもすべて一人一人

違うパスワードを発行しており購入者様の名前、パスワードなどはこちらでリストアップして保管してありま

すので転売などされた場合にはすぐに誰が転売、無断転載を行ったかわかるようになっておりますのでく

れぐれもお気を付けください。無断転売、転載を発見した場合には法的措置を踏まえて対処いたします。

なお、これらの暴露サイトのほかに Web 上において転売、転載など行われていないか常に監視をしており

ますのでくれぐれも禁止行為を行わないようにしてください。 

購入者様の IP アドレス、ホスト名、プロバイダ情報、回線情報など身元を特定できる情報は既に注文フォ

ームオーダー時に自動的に記録をとらせて頂いておりますので予めご了承ください。 

 

これらの情報、サイトには暴露、漏えい、転売などを未然に防ぐためにアクセス解析プログラムをつけさ

せていただいております。この情報が私が販売し許可したもの以外が観覧しないようどなたがご覧頂いて

いるのか、アクセス元の都道府県、市町村、お使いのＯＳ、などの詳細に至るまでこちらでわかるようIPア

ドレス(パソコンの住所)、ホスト名なども含め監視させていただいておりますので予めご了承ください。 

よくある脅しではなく本当にわかりますのでご忠告いたします。 

 

この度は『ヤフオク問屋マスターガイド！！』をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。 
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