
★☆★☆★☆特典１問屋情報★☆★☆★☆ 

こちらは膨大な量の問屋の数々です。オンラインで仕入可能なところからそうでないところ 

問屋のあらゆるジャンルを網羅しております。 

あくまで特典としての情報ですので本編よりは劣る情報ですので激安仕入先情報とは全く別物とお考

えください。 

※こちらの特典は、第3者の著作権を侵害する内容ではありません。 

数量１つから仕入れ可能なところもあればそうでないところもあります。 

ただこの特典に関して言えることがものすごい量のジャンル 

しいて言えばジャンルの壁をこえてあらゆるものが仕入れ可能になることです。 

これを使えばまた新たな道が切り開けるかもしれません。 

こちらはWeb上で収集した仕入情報を私なりに整理してすべて現在も有効なURLに書き換えたもので

す。 

これらの情報はあくまで本編の情報よりもはるかに劣る情報が入っておりますがこの程度の情報を 

仕入情報としてヤフオクで販売している者もおりますのでご注意ください。 

 

これらの問屋とご購入者様間の何らかのトラブルには私は一切関与しないものとします。 

こちらの特典１に関しましても、転写、転載、転売禁止です。 

このPDFファイルにはコピーコントロールとパスワードを組み込んでおりますのでコピーまたは 

印刷することは不可能です。こちらはあくまで特典ですので質問、およびサポート対象外になります。 

激安仕入先情報本編の方は今後も更新していく予定ですが得点に関しまして更新は予定しておりませ

んので予めご了承ください。 



 

※最近、私のマネをして仕入情報を販売する者が増えてきましたが海外サイト、激

安ショップ紹介、オークションストア、楽オクの紹介、海外サイトの紹介、中国産

などのブランドコピー サイト（ブランドのコピー販売は違法です）を紹介するな

ど非常に粗悪なニセ仕入情報が横行しているのが現状ですのでくれぐれもニセ仕入

情報にはお気を付けください。直接誰とは言えませんがYahooIDにウルフがつく人と 

ミッキーがつく人ですご注意を！！ 

なお、私の情報などを転売、転載、転用などしている不届きな輩を発見した場合に

はただちに私のほうまでご通報くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

各種問屋、総合問屋リスト 

激安ショップ問屋のご紹介 

☆オークション出品向け問屋情報☆ 

問屋ダイレクト 

http://www.tonyadirect.com/ 

こちらも問屋検索サイトです 

ＤＶＤドットコム 

http://www.55dvd.com/index.html 

アダルト、DVD関連の問屋です 

O・C・S 



http://www.ocs-mk.com/ 

シルバーアクセサリー専門店 

 

通販ネット 

http://www.tu-han.net/ 

無線機器 

防犯カメラ、CCD 

ＳＵＺＵＭＡＳＡ 

http://www.suzumasa.net/ 

美容師専用問屋 シザー、化粧品等 

U-SHOP 

http://www.u-shop.co.jp/ 

ゴルフ用品、ブランド、総合 

 

安売り王城 

http://www.osei.jp/ 

中国系漢方、などなど 

 

激安ショップ 

http://www.otoku2.com/shop/ 

激安ショップ検索サイト 

多数あり 



 

サムレット 

http://www.somelet.co.jp/index.html 

タイ雑貨、日用雑貨品、装身具、室内装飾品、家具、衣料品 

 

インフォマート 

http://www.infomart.co.jp/ 

食品卸 

 

石けん屋 

http://www.sekkennya.com/pc/index.htm 

石鹸、化粧品 

 

武生問屋センター 

http://www.ttn.ne.jp/~taketon/matinotonya/top.html 

家庭用品、衣料、食品等 

 

遊具総合問屋 

http://www.akabane-net.co.jp/ 

景品、玩具、雑貨、風船、文具、ファンシーグッズ、ノベルティ商品、油屋 

 
油屋 



http://www.ti2002.co.jp/ 

地酒、焼酎 

トーワピュア 

http://www.taoru.co.jp/ 

タオルの問屋 

 

アメディス 

http://www.amedis.co.jp/ 

中古CD、DVDリサイクル 

 

ちゃぷちゃぷ 

http://www.kjsystem.net/chapchap/ 

子供服総合案内 

衣料品 

 

トイミズノ 

http://www.toy-mizuno.co.jp/ 

玩具総合 

 

石浜製菓 

http://www.ishihamaseika.com/ 



菓子全般卸問屋 

 

ハッピーマーケット 

http://www.hapima.com/bargain/ 

ブランド、家電、食料品、総合 

 

スパークル 

http://www.sparkle.co.jp/e-mart/ 

家電全般 

 

なにし問屋 

http://nanisitonya.com/ 

食料品、生活用品 

 

サンワ 

http://homepage2.nifty.com/38j/ 

ジュエリーショップ 

貴金属 

 

やまぐち 

http://www.toy-yamaguchi.com/ 



駄菓子、おもちゃ 

 

ナウリバーエンタープライズ 

http://www.asia-bulls.com/ 

シルバーアクセサリー、健康食品の個人輸入代行 

 

トチギヤ 

http://www.tochigiya.com/ 

玩具・菓子・イベント用品 

 

フレックス 

http://www.rakuten.co.jp/pajamaya/index.html 

パジャマ、リラックスウェア 

 

蝶々服飾 

http://www.ttfs.net/main1.htm 

おもちゃ、いろいろ 

 

レフアファインフォードマーケット 

http://www.lehua-market.com/ 

ハワイ系雑貨 



 

 

ミキトレーディング 

http://www.miki-trading.com/ 

子供服全般、雑貨 

 

協栄 

http://www.kyouei.ne.jp/no3/index.vol3.htm 

インテリアの総合商社(卸売業) 

 

カントリーショップハーツ 

http://www2.next.ne.jp/~hearts/ 

キッチン雑貨、カントリー雑貨 

 

ファテマ 

http://www.fatema.co.jp/ 

エスニック雑貨 

 

中野金物 

http://www.nakano-kanamono.com/ 

家具金物、各種輸入家具 



 

まるごと韓国shop 

http://marugoto-kankoku.com/index.html 

韓国製品一般 

 

バウンド 

http://www.oct-net.ne.jp/~bound/index.html 

ストリートブランド 

 

アイ・エス・アイコーポレーション 

http://www.isi21.com/ 

自転車 、アウトドア用品、腕時計、アクセサリー、アウトドレジャー用品、ゴルフ用品 

 

ゼネガー 

http://www.xeneger.co.jp/ 

ビーズ系アクセサリー 

 

アジアンビューティー 

http://www.asianbeauty.co.jp/ 

婦人服、アクセサリー婦人服、アクセサリー、バッグ 

 



デューティー・インターナショナル 

http://www.duty.co.jp/ 

ファッション 

 

ブリスティー 

http://www.bristy.com/ 

メンズ衣料、アメリカンカジュアル全般 

 

丸文オーナメント 

http://www.curtainon.com/ 

ディズニー商品全般 

 

フェアリープラネット 

http://www.failyplanet.com/ 

欧州雑貨、ジュエリー 

 

ＳＯＣＩＯ 

http://e-socio.com/ 

ブランド衣料、アウトレット 

 

イーコムジャパン 



http://www.e-comjapan.co.jp/ 

美容、健康食品 

くれあ・ど・るな 

http://www.niji.or.jp/lune/clair/index.html 

ピアス、子供服 

 

ピーチ・ブルーム 

http://www.peachbloom.com/ 

帽子、バッグ 

 

ジャンク 

http://www.junk-web.com/ 

インポートブランド、化粧品、古着 

 

ビーズアクセサリー工房Sabo-Sabo 

http://www.sabo-sabo.com/ 

ビーズアクセサリー 

 

ピンキーネイル 

http://pinkynail.net/ 

ネイル関連ショップ 



 

プチポワン・サンク 

http://www.cinq-jp.com/ 

インポートブランド、ヨーロッパファッション 

 

アクティベーター 

http://www.activator-shop.com/ 

メンズ、レディス、キッズカジュアルウエア  

 

プレジール 

http://home.catv.ne.jp/dd/aliansa/ 

アクセサリー、ブライダル小物 

 

アイエスピー 

http://www.unecure.com/index.html 

 

☆オークション出品用仕入れ問屋情報☆ 

オンライン激安問屋           http://www.raccoon.ne.jp/ 

 

スーパーデリバリー           http://www.superdelivery.com/ 

 



  アトム         http://www.atomj.com/ 

 

        

 ナガシマ     http://www.the-buyer.jp/nagashima/ 

 

 サカイトレーディング       http://www.sa-net.co.jp/ 

 

  セルソン         http://www.the-buyer.jp/salethon/ 

 

ディーエスコーポレーション   http://www.genkindonya-ds.co.jp 

 

  三河商事    http://www1.ocn.ne.jp/~mikawatk/ 

 

  アセスジャパン    http://www.ases-japan.com/ 

 

常陽電気商会   http://www1.neweb.ne.jp/wa/joyo/ 

 

  マルエムテクノ    http://www.fujicell.com/ 

 

  正栄電設システ   http://www.max.hi-ho.ne.jp/e-sds 

 



  エルカンパニー    http://www.elcompany.co.jp 

 

ヴァイスロイインターナショナル  http://www.europe.co.jp 

 

 SILVER925.COM http://www.silver925.com/ 

 

  ドーチェ         http://www.douche.co.jp 

 

  リキチコーポレーション      http://www.rikichi.co.jp/ 

 

  いわゆるソフトドリンクのお店    http://www.rakuten.co.jp/nakae/ 

 

e-ドリンク やまく屋       http://www.rakuten.co.jp/yamakuya/ 

 

  米庄          http://www.komesho.co.jp 

 

イクスパンド・フィット  http://www.expand-fit.co.jp 

 

 

子供服 

ＹＵＺＵ           http://www.yuzukids.com/ 



ｐｌｅｓｅｎｔｓ        http://www1.ocn.ne.jp/~presents/ 

ポコ ア ポコ        http://www.poco-net.com/ 

まおねこきゃっする      http://maoneko.s8.xrea.com/ 

アズスンアズ         http://www.as-soon.com/ 

ＢＯＯ            http://www.ax.misty.ne.jp/~boo/index.htm 

Ｍａｘｉ マム        http://www.maximamu.com/ 

ＭＥＲＲＹ ＭＥＲＹ     http://page.freett.com/merrymerry/ 

あいちゃんの洋服屋さんhttp://www.k-garden.com/aichan/index.html 

ＢＡＢＹ－ＢＥＡＲ      http://www.baby-bear.net/cgi-bin/cgis/top.cgi 

ＨＩＤＡＭＡＲＩ        http://www.kidshidamari.com/ 

Ａｌｉｃｅ            http://www.from-alice.com/index.html 

ブリング           http://www.bring-web.com/ 

かおりんのらくがき      http://homepage2.nifty.com/kaorinix/ 

かずたのおうち        http://www.kazuta.com/ 

オルゴール          http://hiromi63.fc2web.com/menuframe.htm 

じゅねっと          http://www.junety.com/ 

チューチューＫＩＳＳ     http://www.cyu-kiss.com/ 

キッズストック        http://www.stock-kids.com/ 

手作り子供服 ゆうか     http://nyuuka.hp.infoseek.co.jp/ 

キッズ ジュリア       http://www.julia.co.jp/ 

プチルーチェ         http://www.petit-luce.com/ 



ぎゃらりー ゆう       http://hccweb1.bai.ne.jp/yu/ 

プチ メリー         http://www9.ocn.ne.jp/~p.merry/ 

なみのｒｏｏｍ       http://www.kct.ne.jp/~sanada/index.htm 

まおねこ きゃっする     http://maoneko.s8.xrea.com/st.htm 

ようこそ♪ｍａｒｃｈへ    http://www.kids-march.com/ 

らぶせな           http://www.lovesena.com/ 

クレヨンはうす        http://www.creyon.com/ 

蓮根             http://www.ren-kon.com/ 

enfant terrible http://enterri.hp.infoseek.co.jp/ 

リサイクル ピノキオ   http://pinoccio-web.hp.infoseek.co.jp/ 

ゼネラルストァシャナナ http://www2.odn.ne.jp/shanana/ 

ＫＩＤ'ＳりさいくるＣＨＵＣＨＵ  http://www.ne.jp/asahi/chuchu/kids/index.htm 

キッズカントリー       http://www.kidscountry21.com/ 

バビーバイ          http://www.babbybuy.com/ 

花子             http://www7.ocn.ne.jp/~hanako-s/ 

Ｍｏｅ            http://www.moechan.com/ 

Lovelight http://www5a.biglobe.ne.jp/~l-light/ 

URL のみ問屋、便利サイトリスト 

http://www.maruzen-toy.com/ 

http://www.ntv.co.jp/burari/020504/info03.html 

http://www.ne.jp/asahi/shop/daiwa/contents.html 



http://www.the-buyer.jp/arai/ 

http://honcyan.hp.infoseek.co.jp/ 

http://www.yoshigan.com/ 

http://www.sun-inet.or.jp/~otaenka/ 

http://www.tochigiya.com/keihin/ 

http://www.muroya.jp/ 

http://www.akabane-net.co.jp/ 

http://www.tochigiya.com/ 

http://www.inokuchi.net/ 

http://www.rakuten.co.jp/kishi-gum/ 

http://www.inokuchi.net/aboutus.html 

http://www.kumagaya.or.jp/~osidatoy/ 

http://www.kyoto-wel.com/shop/S81065/ichiran.html 

http://www.medianetjapan.com/town/shopping/senmonten/hnb/ 

http://www.trao.com/index.htm 

 
以上が特典１の内容となります。 
※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。 

Copyright (C) 2010 Yahoo ID empty_color1126. All Rights Reserved. 

 


