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★☆★☆★☆ヤフオク問屋マスターガイド！！☆★☆★☆★ 

～仕入編～ 

このたびは、ヤフオク問屋マスターガイド！！をご購入いただきまして誠にありがとうございました。この

情報は私が、今までの経験を通じて時間をかけて作り上げてきた貴重な情報ですので大切に使ってやっ

てください。 

これはただ単に問屋の寄せ集めなどではなく数量１つからでも仕入可能な激安仕入問屋、激安ネットショ

ップ、リサイクルショップなど私が今まで利用してきた情報の中から厳選したものになります。すべて 良

の仕入先を結集いたしました。他のただ単に大量に仕入先が書かれた非常に使いづらい情報とは違い他

のものと絶対に質が違うことを自負いたしております。 

今回、ご提供するヤフオク問屋マスターガイド！！はWeb上で落ちているような古い問屋情報とは違い全

く新しい極秘の仕入情報紹介している他、福袋などアパレル、子供服に特化した情報を追加、家電、ブラ

ンドすべての情報においてより利益が見込める情報、私も利用している仕入先なども含め詰め込みまし

た！！本当にこれだけでも価値があるの？と思われたかもしれませんが量ではありません。絶対的な質

にこだわりました。他の問屋情報を買われた方はほとんどこう思われたかもしれませんが量がたくさんあ

りすぎてすべて見終わるのに何週間もかかってしまいどれが本当にいい情報なのか分からない、結局個

人仕入はできないものがほとんどだし数量も１つからでは購入できず仕入れるにあたってハイリスクを伴

う情報だったと・・・・ 

ですが、このヤフオク問屋マスターガイド！！は個人仕入可能、数量１つからでも仕入可能なところも含

めて、私が、今までの経験を通じて時間をかけて作り上げてきた貴重な情報にさらに本当はこれだけは

公開したくないという情報までも凝縮した内容となっております。この情報ではある簡単な方法を使って仕

入れ可能になる商品数を格段に増やす方法をお教えいたします。私が思う 良の仕入れ先情報を皆様

にご提供いたします。それに加え初めにご覧頂いたと思いますがヤフオク問屋マスターガイド！！～開

業編～の内容を追加し、開業のみならず運営、宣伝、会計、手続きなどについても書かれておりマニュア

ルに従っていただくだけで夢のマイショップが完成してしまいます。今まで面倒だった会員登録がたった１

回の登録でおよそおよそ１万社の問屋と同時契約ができるようになりました。しかし、実は今までは実店

舗を持っていなければさすがにすべての仕入れ先と契約ができないという仕入先もありましたので一部

仕入れられる商品数に制限がありましたがヤフオク問屋マスターガイド！！に入っているある方法を用い

て簡単に契約できる仕入先の数や商品数を増やすことができます。さすがにはじめから誰でもいきなり

大およそ１万社の契約はできませんが必要なカテゴリだけ選択していただくだけで仕入れたい仕入先の

み契約できますので無駄に仕入先を増やす心配もありません。そのほかこの方法を用いればネットショッ

プ開業じゃなくて普通に個人的に問屋と取引がしたいという方も簡単に取引ができるようになりました。 

なんといっても一番の目玉は印刷が可能になったということです！今まではセキュリティーの関係上印刷

は許可しておりませんでしたが多くの方に使いづらいのでなんとか印刷だけでも許可してほしいとのご要

望が多数寄せられましたので今回からはすべてのページに強制的に 

『Copyright (C) 2010 Yahoo ID empty_color1126. All Rights Reserved.』 
という法律上のコピー厳禁を表すコピーコントロール表記が印刷されてしまいますがこれでどなたも自由

にプリントアウトしてご覧いただくことが可能となりました。ただしパソコン上での右クリックによる『コピー&

貼り付け』は許可しておりませんのでできないようになっております。 

印刷してお楽しみいただけるのは『ヤフオク問屋マスターガイド!!～開業編～』『ヤフオク問屋マスターガイ
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ド!!～仕入編～』『ご利用案内編集』『ヤフオク問屋マスターガイド-月間収支表-』『ヤフオク問屋マスター

ガイド-月間収支表-』の５点のみです。特典、オプションなどは印刷を許可しておりませんので予めご了承

ください。 

もちろんそれだけではありません。 

これでは量が多い問屋情報と何ら変わりないかと思われたかもしれませんが検索も充実、カテゴリ別に

分けられていますので同時検索が可能となります。一度に多数の問屋と契約できるサイトは１つですが他

にもたくさんの仕入れ先を載せておりますのではっきりと申し上げておよそ１万社どころの仕入れ先では

ありません。 

それから、およそ１万社の問屋から選べる仕入先以上に役立つ大手家電の卸、ドロップシッピング、ブラ

ンド、時計などもドロップシッピングできるなど大変貴重な情報を入れたことと、この情報集の 大の魅力

は初心者の方から上級者の幅広いニーズにお応えするべく質の高い仕入先が網羅されていますので各

自、仕入の予算に合わせた仕入れ先をチョイスしていただくことが可能となりました。基本的にはこの情

報は問屋の紹介ですが個人的な買い物が目的の方にはどこよりもお買い物がお買い得にできる激安ショ

ップのご紹介もしております。仕入れに使う予算が少ない方や初心者の方はドロップシッピングや数量1 

つからでも仕入可能ですし予算に余裕があるという方はロットでまとめ買いしてさらにお得に仕入が可能

な総合問屋を入れました。そして、ネットショップも視野に入れている方などネットショップ未経験者にもや

さしい仕入先もございます。その為に初期費用無料からネットショップを立ち上げることのできるサイトな

どもご紹介しておりますので仕入のみならず今後のご購入者様の発展までサポートできる内容となって

おります。この内容はヤフオク問屋マスターガイド！！にしか入っていない大変貴重な情報ばかりですの

でこの情報と出会えた方は非常にラッキーと言えるでしょう。 

ここで、長々と説明したところでこの仕入れ先のすごさを理解していただけないと思います 

のでまずは、こちらのヤフオク問屋マスターガイド！！をご覧ください。 

 

重要 オークション出品向けの準備 
～ネットショップ開業でなく個人取引のみ行いたい方向け～ 

まず、はじめに仕入を行う前に仕入れができるように下準備を整えましょう！！ 

簡単ですので大丈夫です。およそ５分の簡単な作業になります。 

内容は、Yahoo ID の取得とオンラインショップ作成です。 

あ！！これ５分でできるオンラインショップですから安心してください。 

まず、Yahoo ID の取得がまだの方はYahoo ID を取得を行ってください。 

そして、オークション利用登録を済ませてください。(無料) 

登録はこちらから→ http://auctions.yahoo.co.jp/jp/show/entry_navi 

この商材を購入されたということはもうすでにお持ちの方がほとんどだと思いますので 

飛ばしていただいて結構です。 

そして、次にオークション利用をされているID 先ほど登録された方はそのID で 

ログインを行います。 

ログインはこちら→ http://user.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/mystatus 

Yahoo ID とパスワードを入力したらマイオークションのページが表示されますので 

画面右上の 
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出品するーマイオークションーオプションーログアウト 

と書かれてあるところの オプション をクリックしてください。 

次に表示された画面の中に 自己紹介の編集 と書かれてあるところをクリックします。 

それが、あなたの自己紹介ページです。 

そこで何をするかといいますと自己紹介欄を編集してネットショップ運営者になります。 

自己紹介欄の編集のところのコメントの部分にあなたの簡単な自己紹介を書き込んでください。販売方針

なり意気込みなりお店のコンセプトなど何でもOK です。 

そして、これが一番重要です。 

自己紹介を書いたら次は店名を記載します。 

実際に経営しているお店などをお持ちの方はお店の名前を書いてください。 

そして、一般個人の方でまだ何もお持ちでない方は 

店名 ？？？？？？？？？ 

？の部分にあなたの好きなお店の名前を考えて記入してください。 

※注意 初から自己紹介欄に店名と書く欄が存在するわけではありませんので各自で 

店名 ？？？？（ショップ名）と必ずお書きください。 

以上で、仕入の準備が整いました。どうでしたか？簡単だったでしょ？ 

これは、別に悪いことをしているわけではまったくないので全然、大丈夫ですから安心していただいて結

構です。これは、いったい何をやったかといいますと仕入を行うには表向きネットショップを経営している

または、商用目的の仕入れでなければなりません。そのため自分のオークションIDの自己紹介欄に自分

のネットショップの名前を記載するだけでオークション出品目的の仕入れの資格を取得したことになりま

す。これは、裏ワザでもなんでもなく仕入れ先側からの指示でこれを行わなければいけないところがあり

ますので指定される前に 初から行っておけばスムーズに会員登録を行うことができるからです。 

ここで、立ち上げたあなたのショップ名を各仕入先の登録の際に会社名、店名記載欄がある場合がござ

いますのでそちらにココで決めたショップ名を書いてしまえば一発登録完了です！！しかし、これだけで

はすべての問屋登録ができるわけではありませんのでもう一つの秘策を使うことで一挙に取引先を増や

すことができます。つまり、より確実に問屋の審査を通過することが可能となったわけです。 

詳しくはあせらず、下記の『ネットショップオープンに向けての準備』をご覧ください。 

もし、今後出品目的での仕入れを重視される方で、Yahoo プレミアム会員登録がまだの方は今のうちに

登録を済ませておくことをお勧めします。 

これから紹介する激安仕入先ですが会員登録が必要なところと必要ないところとあります。 

仕入れ先側からネットショップの確認などを求められた場合は先ほどの自己紹介欄に記載したネットショ

ップ名を記入するだけで構いません。仕入れ先によってはYahoo ID を聞かれることがありますのでその

時はネットショップ名が自己紹介欄に記載されてあるID を記入してください。 

注意 

この方法は もシンプルかつ簡単な方法ですがこれだと仕入可能となる仕入先や商品数に限りがありま

す。面倒と思われる方はこのオークション自己紹介欄編集でも構いませんがヤフオク問屋マスターガイ

ド！！をフル活用頂くのであれば以下でご案内する『ネットショップオープンに向けての準備』をご覧くだ

さい。（めちゃめちゃ簡単です。難しくありませんのでご安心ください） 

特定商法取引法に基づく記載について 

あと、これは必須ではありませんが問屋の中には特定商法取引法に基づく記載が必要な 
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ところもあるのでこれは、必要になった時のために記載する内容です。 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/index.html 

こちらの↑ページは経済産業省のホームページでインターネット通信販売、オークション販売などの通信

販売に関する法律について書かれています。 

仕入れを行う際に中にはこの特定商法取引法に基づく記載があれば販売してくれるところもありますので

そういったところから仕入れを行う際には先ほどのヤフオクの自己紹介欄を編集して、特定商法取引法に

基づく記載を行ってください。 

各内容は販売形体、販売者に関して、取り扱っている商品など簡単な内容です。 

こちらを参考にしてください。では、さっそくですが仕入れの準備が整いましたので仕入先の紹介に移りた

いと思います。 

と、言いたいところですが・・・以上のオークション自己紹介欄の編集だけでは仕入れ可能になる仕入れ

先と審査で落とされてしまう場合もときにはあります。 

NETSEA などでは会員ランク制度がありますのでこれだけではネットショップ開業前のビギナー会員とし

ての仕入れのみしかできませんのでもっと商品数を増やすためと今後のネットショップ展開するための準

備に取り掛かりたいと思います。これを行うことで仕入先の審査を突破しやすくすることができ仕入れ可

能となる仕入れ先が格段に増えると思います。 

 

 

 

 

 

ネットショップオープンに向けての準備 
ネットショップオープンと言いましてもこの内容はとてもシンプルで簡単でどなたでもできる方法ですが本

格的に初期費用無料からでもネットショップが展開できるというすごい情報をお教えいたします。 

このネットショップオープンの 大のメリットは 

仕入先の審査を通過する可能性をグ～ンとアップさせることができます！ 

手順を大まかに説明します。 

手順１ ネットショップ開業サイトへ登録 

手順２ ネットショップのページの上記に記載しました特定商法取引法に基づく記載を書く 

手順３ 仕入先に登録する際にご自身のネットショップのＵＲＬを求められた場合ネットショ 

ップのURL を仕入先に登録 

手順４ 審査通過 仕入開始 

という非常にシンプルな内容で仕入れが可能となります。 

ではまず、ネットショップの作成に取り掛かりましょう！ 

One Style My Shop 
http://auctionsbenrishinji0324.web.fc2.com/onestylemyshop.html 
各種プランがあります。初期費用無料から有料プランまでありますがここで紹介しますのは基本的に初期 

費用無料でできる内容ですが14日間無料トライアルというのがありますがこの場合14日以内に取引をし
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たい問屋にすべて申告することが必要で大変しんどい作業になると思います。今後仕入れを継続される

方は有料の上位プランをご利用いただいてもいいかと思います。 

各自今後のビジョンに沿ったプランをお選びいただいてかまいません。私はエントリープランでも十分に 

活用できるかと思いますがすでに経験者の方や上級者の方はショップまるごとプランの方がよりさらなる 

利益が見込めるといえるでしょう。 

プランがどういったプランがあるかといいますと 

 

 

 

エントリープラン 

～14日間無料トライアル～ 

初期費用￥０ 

特徴 パーソナルプランと仕様はあまり変わりませんが基本料金なんと！460 円なのにハイパフォーマ

ンス！パーソナルプランにはない携帯ネットショップとしての機能も果たします。 近では携帯でネットシ

ョッピングを楽しむ方が増えてきています。そんな携帯市場にもってこいのプランです。低料金のため極

めてローリスクです。私は、初心者の方でもこちらのエントリープランをお勧めいたします。 

14日間無料トライアル後でも構いませんので有料（月々460円）の本契約に移行されることをお勧めしま

す。14日以内に取引先を決めすべて申告することができる場合にのみ申告後有料に切り替えなければ

料金が発生することはありません。 

 

ショップまるごとプラン 

初期費用￥０ 

特徴 ここではエントリープランとはかなり差はでます。月額1,500 円ですがなんと！パーソナル、エントリ 

ーの容量の4 倍、容量１ＧＢ 商品登録数は10 倍の5,000 点も取り扱えます。 

それでも料金はたったの1500 円なので驚きです。普通にネットショップ販売を検討されているのでしたら 

こちらのプランがお勧めです。 

エントリープランの利用料金の3 倍ですがメリットは断然それ以上というのがすばらしいです。 

無料でカード決済もコンビニ決済も可能です。本格的にはじめからネットショップをお考えでしたらぜひこ 

れを！ 

カートレンタル 

初期費用￥０ 

特徴 基本料金たったの1,000 円でショップまるごとプランとあまり変わりませんが何と言ってもショップ 

のデザインにこだわる方はこちらの方がスタイリッシュなデザインになります。 

本来ならばこと細かくこの情報に登録から開業など書くべきかと思いましたが各種登録や開業までの流

れはだれでもできるように簡単な内容になっておりますのでここで長々と説明してもこの情報が読みづら

くなるだけですので割愛させていただきますので詳しくはホームページをご覧ください。 
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One Style My Shop 
http://auctionsbenrishinji0324.web.fc2.com/onestylemyshop.html 
開業もすぐにできてしまいますのであと仕入れに必要なことは何と言っても特定商法取引 

法に基づく記載のみですね。 

それを記載する専用ページのテンプレートもプランの中に入っていますのでご覧いただければわかるか

と思います。わからなければヤフオク問屋マスターガイド！！の開業編をご覧ください。 

これで仕入れの準備が簡単に整ってしまいました。 

ネットショップ開業が面倒ということであればはじめにお教えしたオークション自己紹介欄の編集でも仕入

ができますが商品数を増やしたい方やこの情報をフル活用したい方は少し御面倒でもOne Style My Shop 

への登録をお勧めいたします。 

では、さっそくですが仕入れの準備が整いましたので仕入先の紹介に移りたいと思います。 

ドロップシッピングが可能な仕入れ先はNETSEA、通販素材.com、Web 卸問屋.com、もしもドロップシッピ

ング、秘密堂、卸の達人DS、未来問屋、Victory wave、ウィンク特販部 の９社ですがこれも私がお勧め

する使える仕入先ですのでたとえこの９社のうちの１社を知っているだけでも十分価値があります。 

 

まずは総合問屋からのご紹介 

NETSEA-ネッシー 

http://www.netsea.jp/index.html 
これぞまさに総合問屋No.1 というべき仕入れ先です。こちらが 初の登録でおよそ１万社と同時契約が

できる仕入先です！ 

ドロップシッピング可と書いてある商品につきましてはすべてドロップシッピングが可能です。 

初にご紹介したヤフオク問屋マスターガイド！！の良さについて書いてある部分はこの仕入れ先を示

しています。多くの優良問屋と同時契約を結ぶことができます。 

簡単な会員登録で仕入れ可能となり自分が仕入れたいジャンルを指定すれば 

その中からしか検索されないので無駄に問屋の数を増やして検索の妨げになることもありません。もうす 

でに、本文冒頭にあった簡単な手続きを済ませていらっしゃることと思いますのですでに商用向け仕入 

が可能となっております。まだ、お済みでない場合は今一度本文上部の仕入れに向けての準備をご覧い 

ただきまして必要な手続きを済ませてください。 

この問屋は、基本的に登録料、年会費、月額料無料ですが会員にランク制度がもうけられているので 

ランクによって仕入れ可能になるものが分かれます。 

会員ランクはビギナー会員（オークション自己紹介欄での編集のみで登録可、）仕入れ可能な商品全体 

の３０％、ノーマル会員（One Style My Shop などでオンラインネットショップを立ち上げていれば登録可） 

仕入れ可能な商品全体の８０％以上！！プレミアム会員はほぼすべて！！掛け売りができるのが何と言

っても 大の魅力！！掛け売りとは商品後払いで商品が売れて入金があってから商品代金を支払えると

いうメリットがあります。プレミアム会員は若干審査が厳しいです。料金は無料ですので詳細をご覧くださ
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い。オークション向け仕入れなどをお考えでしたら、まずはビギナー会員で十分ですが今後オンラインシ

ョップを立ち上げたい方、すでにお店をお持ちの方はノーマル会員のほうがいいでしょう。 

ビギナー会員でもたくさん仕入れが可能になりますのでご安心ください。無理にネットショップを立ち上げ

てくださいということもありませんのでまずは、ビギナー会員からお試しください。 

ノーマル会員に昇格するにはネットショップが必要になりますがホームページ作成の経験がおありの方 

は簡単なネットショップを作って一番肝心な、特定商法取引法に基づく記載が必要なページを作ってそ 

のページのURL を提出すれば審査が通ることがありますのでやってみてください！ 

ファッション、家電、インテリア、貴金属系なんかもこちらがおすすめです。 

さらには今、激熱の人気商品Wii,PS3,PSP,DS などもありますし付属品関連も充実！！レディースファッシ 

ョン、子供服販売にかけても一押しの仕入れ先です！！ 

そして、何と言ってもCanCan 系、１０９系のアパレル仕入れもネッシーからできてしまいます。 

取り扱いブランドは 

moussy/Duras/SLY/LOVE BOAT/DIESEL/Paul Smith/BURBERRY 

VICKY/TRALALA/LizLisa/EGOIST/Majorena/CecilMcBee/INDIVI 

VIVA YOU/CocoLulu/ef-de/Glamorous/Cimarron/JillStuart 

Chiristian Dior/Versace/Spiral Girl/Pinky Girls 

xoxo/イヴ・サンローラン/as know as/アバクロンビー&フィッチ 

この他にもたくさんありますのでノーマル会員登録後探してみてください。 

ベビー、キッズ、育児用品も多数、大手家電なども商品数はおそらく日本一！ 

その他なんと！！自分の仕入れたい商品を探す 新機能！！問屋掲示板がありますのでもしお求めに 

なりたい商品が見つからない場合には掲示板に書き込みを行うと仕入れ可能な問屋から掲示板の方へ 

書き込みがありますので仕入の誘導をしてくれます。 

こちら、モバオクにも対応しておりますので詳細はホームページをご覧ください。 

通販素材.com 

http://shop.tsuhan-sozai.com/ 
ここは、ネッシーに続くお勧めの仕入れ先です。なぜならすべてドロップシッピングでリスク０の仕入れが 

可能になるからです。オークションストア、ヤフオク上級者御用達の仕入れ先です。 

インテリアなどジャンルは様々で試しにのぞいてみてください。オークションストアが出品しているものと 

同じものを扱ってます。格安ですよ。ルコルビジェ、イームズ バルセロナチェアーなど人気北欧家具もこ 

ちらから仕入れ可能です。しかも、ドロップシッピングで！！カニ、松坂牛などのグルメもこちらから仕入 

れ可能です！会員登録が必要ですが無料です。 

 

株式会社 日本ネットワーク 

http://www.nnwk.co.jp/jigyo.html 
この仕入れ先も特に総合問屋の中では非常に素晴らしい仕入先です。サイトは少し見づらいところもあり 

ますがトップページから『事業紹介』というところをクリックしてください。その後各詳細をご覧いただいて 
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登録を行うようになっています。開店準備のための仕入れもできますので問い合わせしてみてください。 

こちらのいいところは、エスニック衣料、アクセサリー、生活雑貨、シルバーアクセサリー、服飾雑貨、イン 

テリアなど卸せるだけでなく同一商品が他社の方が1 円でも高ければ価格調整に応じてくれるばかりか 

『１００％の返金保証』を採用しています。17 年の実績が生む確かな問屋です。わからないことがありまし 

たら株式会社 日本ネットワークへお電話またはメールで尋ねください。 

Web 卸問屋.com 

https://www.web-oroshitonya.com/ 
これは、すごい！完全無在庫仕入可能です。会員登録無料！問屋から直送！ 

在庫を持たずに通販ショップが始められます。ネットショップ、モバイルショップ、社員販売 

どのような形態でも販売自由自在！ここもドロップシッピング可能です。伝票作成もあなたの 

名義で作成してくれますので商品購入者にドロップシッピングをしていることがバレにくく 

あなたがすることは、商品の売買契約を取ることと住所など取引に必要なことを商品購入者 

から聞くだけです 

卸の達人DS 

http://ds.oroshi-tatsujin.com/ 
ここは完全ドロップシッピング仕入サイトです！なんと！インターネット通販、テレホンショッピング、テレ 

ビショッピング、カタログ通販などで過去にHit したことのある商品ばかりを取り扱っています！ 

初から売れる商品を取り扱えるって幸せですよね。しかもドロップシッピングですのでリスク０です！ 

Web 現金問屋街 

http://www.ichioku.net/ 

アパレル系に特に強い！いろんなオシャレな服をお取り扱っております。 

会員登録も簡単！先ほど済ませたヤフオクプロフィールのショップ名を記載すればOK です。 

特に、レディースファッションに強いのでこれを仕入れてジャンジャンバリバリ売りさばいてください。 

もしもドロップシッピング 

http://www.moshimo.com/ 
完全にドロップシッピングサイトですが実はオークション出品を禁止していません。 

すべての商品がドロップシッピング可能です。 

これは、どういうところかというとアフィリエイトをするにはASP に登録しなければならないのと同じで 

ここに登録するとドロップシッピングが簡単に楽しめるようになります。もっとわかりやすく言いますと 

ここで、作成したバナーを自分のブログやホームページに貼り付けてそれを訪問者がクリックして購入 

した場合売買契約が成立するわけですが流通ルートが通常と違い一度自分のもとに仕入れを行わなく 

ても仕入先から直接消費者に商品が贈られる仕組みになっています。商品も自分の好きな価格を設定 

することができるのでセールなど自分の販売プランにあった方法で販売できます。まぁこれは、本来の使 
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い方ですがオークション出品をするならヤフオクは手元に商品がないものを出品することは禁止していま 

すのであくまで知識を増やすだけにしていただきたいのですが出品を行った後、落札されたら送付先の 

住所を聞きます。それを自分のブログなどに貼り付けたバナーから仕入れ先にアクセスして購入ページ 

に落札者の住所を書きます。または、一度自分の手元に卸値で仕入れてきたものをヤフオクで売ること 

もできます。これは合法です。 

各商品のページの『自分で買ってみる』という項目をクリックすると自分用に仕入れが可能となります。 

出品を考えている方はここに登録して数多くの商品の中から選んで自分用に買ってみましょう。 

サイトの使い方などはサイトに詳しく書かれてありますのでそちらをご覧ください。 

それから、こちらでは 近ブランド品のドロップシッピングができるようになりました。高価なブランドだか 

らこそ在庫を抱えることなくリスク０で仕入れ可能なのが素晴らしいです。ブランドコスメのドロップシッピ 

ングもこちらからできます。 

M-マッチングシステム 

http://www.m-matching.com/ 
これはすごいですよ！！ノーリスク！登録・掲載料は一切無料！！ 

Wii 関連商品、ゲームソフト、家電、フィギュア、おもちゃ、アウトレット商品など人気の高い商品を取り扱 

っている超お勧めの仕入れ先をお教えいたします。 

仕入先とのマッチングサイトですがここの登録１つでなんと１５００社と取引可能！ 

人気商品もラインナップ！７０００アイテムの圧倒的な品揃えです！！ 

仕入.com 

http://www.e-shiire.com/shop.do 
近、サイトがリニューアルオープンしました。 

この仕入れ先は完全に在庫形式でしか仕入れが行えません。つまりドロップシッピングはできないという 

ことです。しかし、取り扱い商品数や品質はネッシー、通販素材.com にならぶ日本 大手の企業でもあ

ります。こちらも審査がありますがOne Style My Shop でネットショップを作ってしまえば仕入れができる

かと思いますので是非ご利用ください。 

WEB VENDER 

http://webvender.jp/common/Index.do 
こちらの仕入れ先もドロップシッピングができます。車やバイク用品も多少ですがあります。 

会員登録無料で価格ごとカテゴリごとの検索が可能です。 

簡単でシンプルなサイトです。 

卸問屋.com 

http://www.orosidonya.com/users/index.asp 
こちらの、問屋は 強です。販売店が泣いて喜ぶ超激安卸問屋です。 
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昭和４８年創業の老舗です。何が素晴らしいかというと品揃えの豊富さと質の高さです。 

こちらは、会員登録が必要です。会員登録には２営業日かかります。入会費、年会費永年無料です。 

送料も１万円以上の仕入れで送料無料となります。 

決済方法も、振り込、代引き、クレジット決済まで可能です。 

新古ブランド品から家電まで質と量ともに もお勧めする問屋さんです。 

ブランド品は、こちらから仕入れることをお勧めいたします。 

名前が非常に似ていますがWeb 卸問屋.com とはまったく別物です。 

CROSS WORKS 

http://crosswork.the-buyer.jp/regist.php 
これぞまさに総合問屋です。なんでも揃います。物によったら 低購入数量を指定される場合がありま 

すが非常に安価で手に入れることができます。こちらも入会費、年会費永年無料です。 

ここの商品はヤフオクのストア出品者などもよく利用していますので見かけたことある商品も何点か 

あるはずです。仕入原価の真実をみて驚いてください。 

 

激安卸問屋 有限会社O.T.C 

http://otc.the-buyer.jp/price/index.php 
オークションで売れそうなB級品が多数あります。アイディア商品など売り方次第ではかなり儲かります。

大ヒット商品ゲルマニウムローラーが激安で手に入ります。 

その他おすすめの総合仕入問屋をご紹介 

東京下町雑貨本舗 

http://revolution.the-buyer.jp/ 

 

サカイトレーディング 

http://sakaitrd.co.jp/ 

 

グッディア 

http://www.good-dea.jp/ 
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自転車からベビーカーなどオークションストア御用達です。商品のいくつかは見たことあるものもあると思 

います。 

Web!ke 

http://www.webike.net/ 
こちらも本邦初公開のバイク用品専門仕入れ問屋です。 

バイク好きにはたまりませんね。 

ディブレス 

http://www.dbless.com/index.html 
車の部品専門です。車の部品を安く買えるところはないかというお問い合わせを多く頂いておりましたの 

で問屋リストの中から調べて掲載しました。こちらは私も仕入れをしたことがなく全く分からない状態で

す。 

すみません。とりあえず電話でお問い合わせいただく方が確実かと思います。 

食庫 

http://syokuko.excite.co.jp/top/show 
こちらも新たに追加した仕入先の一つですがこの仕入先は特に食材を取り扱う専門の問屋になりますが

なんと産地直送ドロップシッピングでの販売が可能！食材は新鮮なうちに購入者に届けることが も重

要な課題ですがドロップシッピングであれば売れ残りの在庫を抱えるリスクはないだけでなく新鮮でおい

しさをそのまま購入者へ直送してくれるのがこの食庫です！ 

フィデリ・卸 株式会社 イー・クラシス 

http://market.fideli.com/ 
海外市場に長けた唯一の海外販売向け仕入先！翻訳、業務代行、中国、香港、台湾などにも市場を置く 

今注目の海外向けサイト！ 

と、いいましても会社自体は日本に存在し日本の仕入れ先として使うことができます！ 

詳細は資料請求を行ってください！ 

Super Delivery-スーパーデリバリー 

https://www.superdelivery.com/from_o/lp/index.html 
こちらは、先ほどご紹介しましたネッシーとほぼ同じ総合問屋になります。 

決定的な違いは同じくオンライン仕入可能で品揃えの数も豊富ですが会員登録が有料です。 

その代り、品揃えと質はすごいです。ブランド、家電、インテリアなんでもあります。 

そして、こちらは、会員審査がすこし厳しいです。パソコン中級者から上級者の方で簡単なホームページ 

作成ができてネットショップを立ち上げられる方などはこちらのほうが向いているかと思います。 
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セキ商店 

http://shop-seki.com/ 
完全に個人仕入可能な問屋です。 

お香が激安です！こちらは、コスメ、香水、下着などさらには、仕入れて商品を販売するのには欠かせな 

い段ボール、紙袋などの包装、梱包用品まであります。雑貨に非常に強い総合問屋と言え 

夢市場 

http://www.kugimachi.com/ 
こちらなんと！スーツケース専門卸問屋です。有名なクギマチが運営している仕入先です。 

しかも！スーツケースと言ったら送料が気になるところですが送料一切無料での仕入れが可能になって 

おります。 

続きましてお待たせいたしました電化製品の激安仕入先のご紹介です。 

中には卸業と小売業(ネットショップ)を両方行っている仕入先もあります。 

問屋リストの中にはこうした激安ショップ兼卸売店の紹介もありましたので 

一緒に載せておきます。ネットショップのご紹介もしていますが問屋もちゃんと紹介していますので説明 

文をよくご覧になってホームページをご覧ください。 

実際にこれらの問屋から仕入れても構いませんし、激安ショップの中から選んで仕入れても利益が出ま 

す。安く仕入れたものを高く売れば利益がでるのは当然です。 

過去に実際私も卸売店、激安ショップを仕入先として仕入れを行い利益を上げていましたので頑張って 

みてください。 

ウィンク特販部 

http://www.wink-tokuhan.co.jp/ 

こちらは隠しておきたい仕入先のひとつです。家電卸の中で も使えます。 

こちらは家電卸問屋です。在庫の入れ替わりが激しいのが欠点ですがかなりの品ぞろえで写真で紹介し

ている商品のほとんどがこちらから手に入ります。 

卸値でしかもドロップシッピングで仕入れができます。私自身よくこちらを利用しております。 

家電などの価格表はホームページでエクセルファイルとしてダウンロードできますのでご覧ください。 

本気で安いです。こちらだけでも知っていても価値があります。 

まずは、電話をしてホームページを見たと伝えてください。この情報をきっかけで知ったことは内密に 

お願いいたします。 

そして、今後仕入を考えていてのちにオンラインショップでの販売も視野に入れているとお伝えください。 

でもオンラインショップは作る必要はありません。あくまで口実のためです。 

オークション販売の仕入れも可能ですが人気の仕入れ先のため売り切れ御免という事態が起こりうる 

場合も想定して仕入れを行ってください。取り置きは落札後つまり仕入れることが確定しなければとり置 

きはできませんのでオークション出品の際は必ず事前に在庫があるかどうか確認してから出品してくださ 
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い。 

流れは①在庫確認②出品③落札④落札者からの入金確認⑤注文⑥落札金額から卸値分の代金のみを 

ウィンクに支払い⑦仕入先から落札者へ発送 

という簡単な流れになっておりますがヤフオクは商品が手元にない出品つまりドロップシッピングを一応 

禁止しておりますので出品ページなどにはけっして仕入先から直送されますなどとは書かないようにして 

ください。オークション以外での販売を検討される場合はネットショップで販売してください。 

また、家電を仕入れるならここがより安く手に入って取り扱いもそれなりに多いですので一番お勧めです。 

※Excelファイルで価格表をダウンロードしていただく流れになりますが価格表に載っていない家電が仕

入れたい場合には直接お電話にて問い合わせると取り扱いがあるものもあります。 

家電卸ときわ 

http://www.o-tokiwa.com/index.htm 
オークションで使える問屋としてはウィンクと並ぶお勧めの問屋になります。卸値などは極秘情報のため

直接問い合わせなければわからないようになっています。 

株式会社トライス 

http://www.tris.jp/buy/index.html 
秋葉で長年の実績を誇る老舗問屋です。無料審査が必要です。買い取りもしてくれるので売れ残っても

安心! 

e-問屋 

http://www.e-tonya.org/default.php 
こちらも、会員登録が必要ですが1品からでも卸値格安特価で 

株式会社フジヨシ 

http://www.e-fujiyoshi.co.jp/index.html 
こちらは、オンラインで注文できません。オンラインショップ実店舗をお持ちの方には確実に販売してくれ 

ますが個人で仕入れ可能かどうかはお電話にてお問い合わせください。 

藤井産業株式会社 

https://www.fujii.co.jp/business/densetsu/index02/ 

こちらは町の家電量販店のための問屋さんになります！こちらは完全にオンラインでの仕入れが可能な

わけではありませんが先ほど本文冒頭でご説明した通りの仕入れの準備を整えてからオンライン会員登

録を行い取引を行ってください。家電品全般（液晶・プラズマテレビ・ＤＶＤ、冷蔵庫・洗濯機・掃除機・電子

レンジ、 

 エアコン・ 空気清浄機、ＩＨヒーター・エコキュート、季節家電、パソコン・情報機器 
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 ・周辺機器、電話・ＦＡＸ、電池・電球）を中心にほとんどの国内メーカー商品 の取 扱いが可能です。 

レーダー 

http://www.pc-radar.co.jp/index.html 
パソコンの部品や消耗品のみならずテレビ、ゲーム、パソコン、生活家電様々な商品が卸値価格 

播州問屋 

http://bod777.com/ 
大型家電、映像機器取り揃え多数！！品揃えも抜群！！ポイントもつきます。 

現金卸ぎおん 

http://gionweb.jp/ 
現金卸問屋になります。普通に大手メーカー品なども激安で手に入る上に数量1 台からの購入も可能な 

良仕入先です。 

Auc Sale 

http://www.aucsale.com/ 
これは、前からよく使っていた仕入れ先ですが 近また新たにこれを追加することに決定しました。 

オークション仕入が可能です。どういうことかといいますとヤフオクのさらに激安版だと思ってください。 

仕入れたいものが仕入れたい値段で手に入ります。つまり卸値をオークションで決めるということです。 

場合によっては 新家電なんかでも信じられない価格で手に入ることがあります。 

ただいま残念ながらサイトリニューアルで工事中ですが再開したらご利用ください！ 

総合卸 トリックスター 

http://trickster.biz/ 
こちらは、一応総合卸問屋ですが大手メーカー家電をものによっては格安で数量１つからでも購入でき 

ます。 

シャープ、東芝など大型テレビもあります。会員登録が必要ですが会員登録無料です。 

現金問屋どっとこむ 

http://www.genkindonya.com/index.shtml 
大手メーカー家電から無名の家電など様々な家電の卸し専門の問屋さんです。簡単な会員登録でＯＫ！ 
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Otto 

http://www.ottonet.co.jp/ 
こちらは、かなりお勧めです！一見ネットショップに見えますが、電話で問い合わせるだけでなんとパソコ

ンが新品から中古まで激安で仕入れ可能です！ 

個人仕入可能にするにはオークション出品ID が必要になります。電話で仕入れ希望と伝え、今後オンラ 

インショップ、ネットオークション中心に仕入れをしたいと伝えてください！そうすれば仕入れが可能にな 

ります！あと！ドロップシッピングもできますので詳細を問い合わせて聞いてみてください。 

アキバ流通 

http://www.akiba-r.co.jp/index.jsp 
こちらは、買い取りも販売もしてくれる会社です。もし万が一過剰在庫などを抱えてしまった場合などには 

こちらで買い取ってもらいましょう。万が一に備えた会社です！ 

ちょびネットストア 

http://www.chobinet-store.net/ 
この仕入れ先は激安ショップの中でも非常にお勧めです。品揃えは他のサイトほど多くありませんが売れ 

筋の商品ばかりを取り扱っています。ぜひ一度ご覧ください。 

それにこちらのお店はオプションでもご紹介しました『ドロップシッピング革命』の中の仕入れ先から仕入 

れを行っています。ドロップシッピング革命をお求めでない方はぜひご検討ください。 

のちの購入ですと3500 円になりますのでその際には empty_color1126@yahoo.co.jp 

までご連絡ください。仕入先についての問い合わせなどご質問はショップオーナーにはお問い合わせい 

ただいても当然教えてくれませんしご迷惑となりますので絶対におやめください！！ 

トマト 

http://www.shimokane.com/ 
こちらもかなり有名ですね。激安ショップと書いてありますが卸売りも小売も両方しております。 

秋葉館 

http://www.akibakan.com/index.html 
パソコン周辺機器、メモリなどが驚くほど安く手に入ります。特にここはMac ユーザーが泣いて喜ぶお店 

です。 

BuBu 
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http://www.e-bubu.co.jp/ 
大阪の家電の激戦区、日本橋に３０年前からある老舗です。品揃え豊富です。 

発送先の納品書の内容など交渉に応じてくれる場合がありますので表向きプレゼント用として自分以外 

の住所に発送してくれます。 

DAIKOKUYA-チケット大黒屋 

http://www.e-daikoku.com/ 
これは、実は問屋ではありませんが総合的にいろんなものが仕入れ可能になりますが特に家電がお勧 

めです。なぜかと言いますと送料が無料なものの品揃えが他にはない数の品揃えを誇るからです。値段 

の安さもさることながら、他の問屋にはチケットなども購入することができちゃいます。 

しかも、販売だけでなく買い取りもしていますので見てみてください。チケットの購入もこちらからできます 

それから、iPod が激安です。こちら、人気のショップですので売り切れ続出ですので購入をお考えの方は 

なるべくお早めにご決断ください。 

上海問屋 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/donya/ 
こちら、ご覧頂けるとお分かりになるかと思いますが、秋葉系にはたまらなお店になっています。 

マニアックな電化製品も激安で手に入ります。 

もちろん一般的なものも販売していますのでご安心ください。デジカメには欠かせないメモリなども充実し 

ております。ルーターなど、ハードディスク等のパソコン周辺機器もかなりお安くお買い求めになることが 

できます。 

Ark 

http://www.ark-pc.co.jp/ 
ここは、パーツ系に優れています。特にメモリなど激安で仕入れることができます。 

VAIO などにも普通に取り付けられている純正メモリも手に入ります。実は、メモリなどの部品は純正のも 

のでもあまり知られていないメーカーのものが取り付けられています。BUFFALO やIO.DATE などの一般 

的に知られているメーカーのものを買うよりはここで手に入るメモリは純正のものもありますのでここで買 

ったほうがお得に買うことができます。ほとんどのメモリがpin の数と規格が合えば作動しますのでわから 

ない人は、お使いのパソコンの説明書の仕様の欄のメモリと書かれてある部分を見れば詳しく載っていま 

す。合うかどうか不安な方は直接電気屋やメーカーに問い合わせてみるといいでしょう。 

以外とPC パーツなどオークションでも人気があります。秋葉系にここも大人気です。PC の組立ができる 

方などにはたまらないお店だと思います。 

AKIHABARA Outlet Plaza 

http://www.outletplaza.co.jp/goods/22307/ 
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ブラビアが激安！！ここもジャンル多数！家電はおろかインテリアに雑貨、おもちゃにブランドまで 

なんでも揃います。こちらは、秋葉に店舗がありますので実際にいける人は現地に行くとより目玉商品を

仕入れることができます。 

A-PRICE 

http://www.a-price.co.jp/index.jsp 
ここは、ぎおんに引き続き超お勧めです。あらゆる家電が激安です。 

クロスフィールド 

http://hyper-store.co.jp/shopbrand/003/X/ 
デジカメ関係が激安です。 

GIGA 

http://www.giga-web.com/shop/c/c/ 
 
洗濯機が激安。送料無料。A-PRICE に続いてお勧めです。総合家電仕入れ可能。主にテレビなどかなり 

激安です！ 

タカヤマ 

http://www.takayama78.sakura.ne.jp/ 

ブラビアをよく激安価格で販売しています。 

アーチホールセール 

http://www.arch-holesale.co.jp/ 
ここは全国的もベスト１０に入る安さを誇ります。しかも 新家電も激アツ！！ 

e-BEST 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/ebest/ 

 

Tokyo.e-supply 

http://tokyo.e-supply.co.jp/dl/top/cgi/p_001_fv.pl 
PC 関連の消耗品に関しては相当安い仕入先になります。 
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PC-ボンバー 

http://www.pc-bomber.co.jp/shop/contents/index.aspx 
GIGA に並ぶ仕入れ先です。中古もあります。 

SDS-WAVE 

http://www.sds-wave.com/ 
こちらは、アウトレットの激安ショップのご紹介です。おまけのようなものですが掘り出し物が見つかるか 

もしれません。アウトレット品でもいいという方には 高だと思います。 

1 to 1Plaza 

http://www.1to1plaza.co.jp/ 

株式会社ヤマフジ 

http://www.yamafuji-sangyo.co.jp/kaisya.html 

こちらは、かなりの品揃えを誇ります！SONY などの有名メーカーの商品の取り扱いも多数！ 

近、残念ながらインターネット販売を撤退したらしいのですが通常通り卸業務はやっているとのことです

のでお電話にてお問い合わせください。 

おまけ 

佐藤電気商会 

http://www.akihabarasatodenki.com/ 
東京の家電の激戦区、秋葉原で３５年の実績を誇る老舗の家電卸問屋です。 

なぜこれを家電の 後に持ってきたかといいますとお店事態はすごくいいのですがオンラインで商品を 

見ることはできますが注文はオンラインでできません。電話かFAX での注文になります。 

これは、おまけのようなものだと思ってください。場合によっては個人仕入不可の場合がありますので交 

渉次第といえるでしょう。ここで仕入れを行うのであればオークション出品目的であることを伝えて交渉を 

してみてください。 

株式会社モロ電商事 

03-3257-1981 
こちらは、Web 卸ができませんが大手メーカー家電、人気のブルーレイ、パソコン、プリンター、デジカ

メ、 

ゲーム機器、カーナビなどを取り扱っているお勧め仕入先ですがおそらくここは実店舗所有者でなけれ 
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ば卸せない可能性が高いですがネットショップを持っていて今後ネットショップでの仕入れを検討してい 

ると電話をして交渉してみてください。 

補足 これらの家電の仕入先から激安で家電の仕入れが可能ですが家電のドロップシッピングなどこれ 

らの仕入先以上に良質な仕入先をお求めの場合はオプションプランでもご案内いたしました 

『ドロップシッピング革命』をご覧ください！ご購入いただいていない方はぜひ一度ご購入ください！ 

有名メーカーの家電がまさに完全卸値で仕入れ可能！世の中の家電系のネットショップが儲かっている 

秘密を明かします！ 

 

新品・中古パソコンの超激安仕入サイトのご案内 
こちらのサイトで随時新品・中古パソコンの激安情報をお伝えしていきます。 

中古のパソコンをドロップシッピングでオークションなどで販売できるサイトなどお得な情報が入り次第更

新して仕入先を増やしていきますのでご期待ください。 

 

 

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

 
 

ファッション関連の激安仕入先です。 

Buyers Club 

http://www.buyersclub.jp/index.html 
こちらの仕入先はヤフオク問屋マスターガイド!!の中でも も優良の仕入先といえます。 

あの大手アパレル企業ワールドがNETSEAを運営するDeNAと提携し満を持して立ち上げたアパレル問屋

です。しかも、２０１０年１月からのオープンということもありライバルが少ないという利点を生かし仕入れに

チャレンジしてみてはいかがでしょうか?大手なだけに品数やサポートなども充実していることでしょう。 

メンズファッション雑誌に取り上げられているブランドが仕入れ可能です！メンズファッション雑誌など読 
む方は泣いて喜ぶ仕入れ先であること間違いないです！オシャレ小僧向きの仕入れ先ですね！ 
アパレル卸.comに続いてお勧め！今後も期待が高まります。 

アパレル卸.com 

http://www.appareloroshi.com/ 
こちらは、アパレル関係では もオークションで使える仕入先と言えるでしょう。少数仕入可能で 

オークション仕入可能です。２０代～３０代向けのお洋服を多数取り揃えています。 

ブランド別で多数商品とりそろえ！！ネッシーに続く超お勧め仕入れ問屋です。 
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アパレルネット 

http://www.apparel-net.jp/ 
こちらは、アパレル系の問屋さんになります。 

子供服からメンズ、レディーズすべてにおいて素晴らしい仕入先です。 

ブランドも有名ブランド多数取り揃え！！一度是非のぞいてみてください！！ 

お父さんお母さんお子さんまですべてのお洋服がこちらでそろってしまいます！！ 

YAYA925 

http://www.yaya925.net/default.asp 
CanCan,ViVi,JJブランド雑誌掲載商品が激安！1着1000円以下がほとんど！ 

GOMEN 江綿株式会社 

http://www.gomen.co.jp/ 
こちらは、アパレル系の超有名大手の仕入れ問屋になります。ベタな仕入先を入れてすみません。 

こちらも一見の価値ありですので一度はのぞいてみてください！！大手ならではの安心取引が魅力的！ 

現金問屋プリベイル喜久 

http://www.pri-kiku.com/index.php 
ファッション激安です。普通にファッション雑誌に載ってそうなオシャレな服がなんと１着1000 円以内 

で仕入れ可能です。福袋など以外とお得に仕入ができます。 

問屋カリーナ 

http://carina.ocnk.net/ 
激安ですが写真を見る限りNETSEAで仕入れている様子ですので初めからNETSEAで卸した方が安いと

思われますがもしNETSEAでの取引申告ができなかった方のために載せておきます。 

 

CENFILL 

http://www.cenfill.com/ 
アクセサリーの激安現金問屋です。 

時計、ブレスレット、ネックレス、宝石、ゲルマニウムなど激安仕入可能です。こちらは、商品によっては 

数量１つから買えないものがいくつかありますがご了承ください。 



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

21 

RAPTY 

http://www.rapty.com/ 
こちらは、女性用のブーツやパンプスが激安で手に入るところです。 

なんと、３足で￥５，２５０でしかも送料無料！！信じられません。３足買っても一般的にパンプス１足買う 

よりも安いんです。これくらい安いとどうせいいものを置いていないんじゃと思われたかもしれませんがデ 

ザインもかわいいものばかりを激安仕入可能です。 

ブランド衣料 現金問屋 土橋商店 
http://www.chougekiyasu.com/ 
有名ブランド衣料に強い仕入先です。品揃えの豊富さに圧倒されます。 
ここは、すごいです！仕組みは例で説明しますとブランドメーカーが1000着生産したうち500着売れれば

利益になり売れ残った商品は今まではブランド価値を損なわないようにこっそり焼却処分されていた売れ

残りのブランド衣料を大量買いして仕入れたものを個人の方でも９９％OFFなみの安さで卸してくれます。

『ひるおび』などのテレビ番組でも取り上げられています。 

スコップ 

http://www.gekiyasu-scoop.com/ 
土橋商店が監修の下、立ち上げられたブランド衣料激安店！Tシャツ1円、靴10円など爆安セール開催

中！ 

Green Apples 

http://shop.apples2983.com/ 

こちらはよくテレビなどにも取り上げられている有名な仕入先です。1円商品多数!ここで大

量買いして販売するのもいいと思います。 

Chelsea Navi 

http://www.chelsea.co.jp/chnavi/front.htm 
こちらは、入会費、年会費すべて無料ですが上でも紹介しましたスーパーデリバリーと同じく若干審査が 
厳しいのでオークション出品だけでは審査が通らないこともあります。 
そういった場合はオンラインショップ所有者ののみの仕入れ先となってしまいますがブランドからオシャ 
レなお洋服が仕入れ可能な優れた仕入れ先です。 

Go-buyer.jp 
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http://www.go-buyer.jp/ 
こちらは、実店舗をお持ちの方専用の問屋になりますが上記のアパレル卸.com と同じ会社が運営して

います。 

TRADEX INC 

http://www.tradex.co.jp/ 
こちらは、メンズカジュアルオンラインアパレル問屋です。メンズのお洋服はこちらが便利です。 
会費登録料無料です。無論、個人仕入可能です。普通の買い物にも使えます。 

JSPOT WEB 

http://jspot.the-buyer.jp/ 
こちらもメンズファッション中心です！ここは主に海外ブランドに強い仕入先です。オークション仕入も可 
能でDIESEL,ドルガバ、カルバンクライン、トミー、アルマーニなど多数取り揃え！ 

JEWELS 

http://www.tonya-jewels.net/ 
ギャル系ageha、１０９系、CanCan系に特化！この仕入れ先では画像転載もＯＫ！！ 
 

TOC Buyer’s NET 

http://www.toc-buyers.net/ 
こちらはアパレル、海外雑貨、インテリアなど仕入れ可能な仕入先です！ 

その他、紳士服、婦人服、国内雑貨、宝飾、ヘルスビューティーなどなど。一度はぜひご覧ください。 

アパレル問屋FROST 

http://www.frost-web.com/ 
韓国ブランドアパレル、１０９系、CanCan系、新品中古アウトレット仕入可能！！ 

Vivica 

http://www.vsvivica.com/ 
中国からの輸入代行によりおしゃれなお洋服が激安で手に入ります。中国ですが日本のお洋服の大半が

MADE IN CHINAですので。 

株式会社 ニューセレクション 
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http://www.rakuten.ne.jp/gold/n-select/index.html 
これはおまけです！楽天ショップですがおまけにしてはすごすぎるお店です。なぜかといいますと 

A.P.C(アーぺーセー)が激安仕入可能！都会に住んでいる方ならわかると思いますがあのA.P.C が激安 

とか鳥肌ものです！ 

ママさん非常にお待たせいたしました子供服激安仕入先情報です 

ここからは子供服の超激安仕入先情報のご紹介になります。 

中にはリサイクルショップも含まれますがこれら実は子供服の超有名ブランドが多数新品で激安で販売 

されているレアな情報になります。あとは、NETSEA でも育児用品、おもちゃ、子供服あります。では、どう

ぞご覧ください。 

マーガレットブーケ 

http://www.bouquet-net.com/index.html 
こちらではメゾピアノなどブランド子供服激安です！！品揃えに関してもかなり充実しております。 

アパレルネット 

http://www.apparel-net.jp/ 
こちらは、アパレル系の問屋さんになります。 

子供服からメンズ、レディーズすべてにおいて素晴らしい仕入先です。 

ブランドも有名ブランド多数取り揃え！！一度是非のぞいてみてください！！ 

お父さんお母さんお子さんまですべてのお洋服がこちらでそろってしまいます！！ 

リサイクルのお家 

http://www.r-ouchi.com/ 
こちらはリサイクルショップになりますがこれが実は一押しの仕入れ先です。ホームページの子供服のカ 

テゴリで紹介した子供服の高級ブランド品の数々がここから仕入れ可能となります。 

新品も、もちろんありますし中古ともなれば500 円代のものばかりで驚くと思います。 

この仕入れ先はヤフオクで子供服販売をするのに非常に適した仕入れ先です。 

KIDS ONLY 

http://kidsonly.jp/ 
子供服専門の卸問屋になります。掘り出し物の数々や滅多に見られないレアなものまで手に入ります。 

今話題のH&M も卸せるそうです。 

プチバンビーナ 
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http://www.putiban.com/ 
ヒステリックミニ、ムチャムチャ、メゾピアノ、ジェニーなど多数取扱い激安ショップです。 

Luzi Outlet 

http://luzi88.hp.infoseek.co.jp/index.htm 
新品なのに超超激安です。キッズからベビーまでユニセックスもあります。 

ブランドにこだわらなければ仕入は絶対にココ！！ 

ナッツベリー 

http://nutsverry.ocnk.net/ 
メゾピアノ、シャーリーテンプル、コムサほかブランドの品揃え抜群！！ 

すこし、値は、張りますが良質なものをお求めでしたらこちらがお勧めです。 

新品の品ぞろえも他よりも多いです。 

不思議の国アリス 

http://www.wonderland-alice.com/index.html 
Dior、バーバリー、ポンポネット、ラルフローレンなどわりかし高めのものが安く手に入る仕入れ先です。 

ミラクルボックス 

http://www.miraclebox.jp/ 
子供服からレディースファッション激安検索可能！！ 

Kids 2nd’幼児教材専門店 

http://www.kids2nds.com/store/ 
こちらは服とは関係ありませんが特別に幼児教材専門店もお付けします。 

教材関係は高いものが多いので格安で内容は全く同じものが安く手に入るとなると 

多くの方に喜ばれます。 

Canyon Crest 

http://www.canyon-crest.co.jp/ 
こちらは、お子さんがいらっしゃる方は本当にうれしい仕入先だと思います。おもちゃが卸値です。ゲー

ム、 

おもちゃ、プラモデル、模型、カードゲーム、キャラクターグッズ、フィギュアなどなどおもちゃ界の秋葉原 

といったところでしょうか。おすすめです。 
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ゲーム激安専門仕入れ先 

秘密堂 

http://kuroko.shop-pro.jp/ 
PS3,PSP,Wii,任天堂DS などの本体からソフトまで驚きの仕入れ価格です。 

さらに、この仕入れ先の 大のメリットは在庫を抱えないドロップシッピング方式で 

販売することが可能になる素晴らしい仕入先です。 

高級ブランド仕入れ先情報 

卸問屋.com 

http://www.orosidonya.com/users/index.asp 
こちらの、問屋は 強です。販売店が泣いて喜ぶ超激安卸問屋です。 

昭和４８年創業の老舗です。何が素晴らしいかというと品揃えの豊富さと質の高さです。 

こちらは、会員登録が必要です。会員登録には２営業日かかります。入会費、年会費永年無料です。 

送料も１万円以上の仕入れで送料無料となります。 

決済方法も、振り込、代引き、クレジット決済まで可能です。 

こちらは 初のほうの総合卸問屋のほうでも登場しましたが実はこちらブランド激安仕入に関しても 強 

の仕入れ先になります。新品から中古まで本物が激安で手に入ります。 

この問屋は海外からの直に並行輸入することでこの激安価格が実現しています。 

なお、中古品に関しても買取、および販売を行っています。中古品に関しましても新品同様の上質な物 

ばかりを取り扱っておりますので非常にお勧めです。 

未来問屋 

http://tonya.cc/index.html 
この仕入れ先だけはブランドの中では一番載せたくなかった仕入先ですが思い切って紹介することにし 

ました。 

今までになかった本物の仕入れ先はこれです！まぁだまされたと思ってのぞいてみてください！これなら 

いけると確信するはずです！完全に個人仕入可能でブランド激安仕入可能です。 

ポールスミス、ハミルトン、DIESEL、ヴィヴィアンなど人気のブランドが激安で仕入れ可能な上にリスク０ 

のドロップシッピング方式です！主に時計の仕入れに非常に使える仕入先です！ 

Victory Wave 株式会社 アブヨシ 

http://www.v-wave.info/index.html 
こちらも 近公開のブランド時計の仕入れ先です！これも実はあまり公開したくない未来問屋に続きお 

勧めの仕入れ先です！ブランド時計がなんと！激安価格でしかもドロップシッピング方式なので売れて 
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からの仕入れ代金支払い可能な仕入れ先です！顧客直送なのでラクラク販売できます！ 

COACHA,GUCCI,LUMINOX,SECTOR などなど・・・驚愕のお値段をご覧ください！！ 

HOPPER DREAM 

http://www.hopper-dream.jp/ 
人気ブランド香水卸専門店です！個人事業主大歓迎！小ロットからの買い付けが可能なので安心ノーリ 

スク！取扱い商品も人気の香水ばかり！在庫多数で香水販売をお考えの方はぜひこちら！！ 

画面左下にあるピンクの『Web 卸はこちら』をクリックで登録ページへ 

ブランド品卸 

http://www.brand-oroshi.jp/about/index.php 
こちらも卸問屋.com に続いてお勧めです。ブランド好きにはたまりません。おそらくテンションあがりっぱ 

なしになるでしょう。こちらも会員登録が必要で審査があります。 

株式会社 ビッグヒット 

http://www.bighit.co.jp/index.html 
LOUIS VUITTON , HERMES , CHANEL が好きなら絶対ここです！！ 

とくにインポートブランドに非常に強い仕入先です。 

株式会社 カルチャークラブ 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/culture/guide/info.html 
楽天にはなりますがちゃんとした輸入卸業者ですので問屋になります。 

各種ブランド品多数。有名ブランドを中心とした卸を行っておりますのでご覧ください。 

Take4 International 

http://www.take4.tv/ 
超有名ブランド卸問屋です。 

こちらの仕入れ先は個人向けの販売は行っていません。と書いてありますがオークション出品の仕入れ 

目的であれば仕入れ可能な場合があります。会社名、店名の覧にオークション出品用の店名を記載しま 

しょう。利用規約などお読みになって自己責任で仕入れお行ってください。ネットショップ経営や小売店経 

営を行われている方には 適の仕入れ先です。 

ブランド激安ショップのおまけ 

こちらは、おまけだと思ってください。海外仕入はありませんと書きましたがこちらは仕入用ではなく激安 

でブランドだれでも個人購入できる激安ショップのご紹介です。当然その仕入れ先は海外から輸入を行 

っていますが仕入れ先自体は国内に存在するのがほとんどです。 
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YOCHIKA 

http://www.yochika.com/ 
入手困難な物も当然のように手に入ります。京都にあるお店です。人気商品など在庫があるうちに早め 

に買い占めましょう。在庫が切れても再入荷可能な場合がありますので相談に応じてくれます。 

ブランドScoop 

http://www.brand-scoop.com/sale/kinitsu.html 
なんと！！堂々とブランド品を均一セールをしてしまう大盤振る舞い！すごいです！！ 

均一価格も１万２万３万５万１０万の完全ポッキリ価格！ 

EUROPE boutique 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/e-boutique/ 
楽天をナメてはいけません。こちらもかなり激安です。セールや値引きがすごいです。 

COACH GIRL 

http://coachgirl.ocnk.net/ 
COACH 専用の仕入れ先です。本場アメリカから直送されます。日本語対応で安心ですがこちらは海外

仕入が不安な方はやめといた方がいいと思います。 

大阪屋 

http://www.oosaka-ya.jp/ 
こちらは質屋の類になりますがなぜか問屋リスト表の一部に載っていましたので掲載しておきます。買取 

もしてくれます。普通に新品も激安で売り切れ続出です。 

インテリア激安仕入情報 
インテリアに関しましては、上の方でもご紹介しました通販素材.COM で十分仕入れができます。 

ドロップシッピングができるのでスペース削減、リスク０、の仕入れが楽しめます！ 

以下で紹介する仕入先はドロップシッピング不可ですがかなりお安くなっております。 

一部おまけでオークションストアもご紹介しちゃいます！ 

通販素材.com 

http://shop.tsuhan-sozai.com/ 
ここは、ネッシーに続くお勧めの仕入れ先です。なぜならすべてドロップシッピングでリスク０の仕入れが 

可能になるからです。オークションストア、ヤフオク上級者御用達の仕入れ先です。 
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インテリアなどジャンルは様々で試しにのぞいてみてください。オークションストアが出品しているものと 

同じものを扱ってます。格安ですよ。ルコルビジェ、イームズ バルセロナチェアーなど人気北欧家具もこ 

ちらから仕入れ可能です。しかも、ドロップシッピングで！！カニ、松坂牛などのグルメもこちらから仕入 

れ可能です！会員登録が必要ですが無料です。 

 

マテリアル 

http://www.life-material.com/ 
インテリアの問屋さんになります。こたつ、ソファー、ベッドなど安いだけでなくドロップシッピングなので在

庫を抱える必要なく販売できます。ブランドインテリアは取り扱いがあまりありませんが安さ優先のカジュ

アルインテリアの取り扱い多数！ 

株式会社サイトオン 

http://www.siteon.co.jp/sales/index.asp 
インテリアの品揃えが素晴らしいです！！  

若者向けの北欧家具などの品揃えはあまり良くないですがその他の一般家具はこちらがお勧めです。 

インテリア卸問屋.com 

http://nakanosc.co.jp/ 
インテリア小ロット単位の仕入れ可能！2万円以上で送料無料！会員登録が必要になりますので登録を

しないと商品詳細が見れません。 

AJARA 

http://www.ajara.co.jp/category/1003.html 
仕入情報の中で唯一のアジアンインテリア、アジアンアパレル専門卸問屋です。会員登録が必要です 

インテリア現金問屋 atom 

http://www.rakuten.co.jp/atom-style/index.html 
楽天かよ！！と思われたかもしれませんがこちらオシャレなインテリアが激安で仕入れることができる 

インテリアの現金問屋なんです！！そう！じつは、楽天には意外に問屋さんが多い！！ 

インテリアに限らず他にもありますがこちらが もおすすめできる問屋ですのでこちらをご利用ください。 

Defi 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/de-fi/ 



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

29 

こちらも楽天で仕入れることのできるインテリアの問屋さんです。こちらはわりと若者向けのオシャレなイ 

ンテリアの取り揃えが豊富ですのでこちらもおすすめです。 

ダイエット de.net 

http://www.dietde.net/item/fred.phtml 
こちらは、加湿機をはじめとする美容と健康、ダイエット用品など家電から日用品にかけての取り揃えが 

半端じゃない品揃えです。 

美は女性の永遠のテーマです。美容機器などはコスメに続いての売れ行きなのでこちらもお勧めです。 

LEHUA MARKET 

http://www.lehua-market.com/ 
こちらは、インテリア雑貨激安の仕入れ先です。ハワイアンなものなど普段なかなか手に入らない貴重な 

海外のインテリアや雑貨が手に入ります。 

TIMUS 
http://storeuser17.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/auctions?userID=timusinterior&u=%3btimusinterior 

 

http://www.timus.co.jp/ 

おまけのオークションストアのご紹介ですがここはやばいです！ ほんとにいいお店ですよ。 

アウトレット品の北欧インテリア、オシャレインテリアを激安で販売しています。私自身もこちらでなんどか 

利用しておりますがアウトレットと言いながらかなり良質な商品が届きますのでかなりおすすめです！ 

サプリメント、医薬品、健康食品 

Kenko 卸.com 

http://www.kenko064.com/ 
健康に関する商品のほとんどがこちらにあります。ご覧いただくとかなり驚かれると思います。 

サプリメントから健康器具など様々なものがありすぎて書ききれません。 

美容、ヘアーケア、ブランドコスメ 

BEST 

http://www.rakuten.co.jp/best-m/ 
こちらは、女性にはめちゃめちゃうれしいサロンでしか販売されていないヘアーケア用品を原価に極めて 

近い激安価格で仕入れ可能です。通常サロンで買うと高いヘアーケア用品、シャンプー、トリートメント、 

ワックス、カラー剤からパーマ剤に至るまで仕入れ可能です。 
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COSME DE NET 

http://www.cosme-de.net/index.cfm 
ブランドコスメ、アジアンコスメ、美容用品が 大７０％OFF！！誰でも知ってる有名コスメブランドが驚き 

の価格で手に入ります。 

BEAUTY FACTRY 

http://beautyfactory-cosme.jp/ 
ブランドコスメがわりと安く手に入ります。コスメデネットに続くお勧めブランドコスメの仕入先！！ 

Shop Loop 

http://loop-inc.jp/index.html  
美容機器が格安で手に入ります。ストレートアイロンやホットカーラーなど普段のお手入れには欠かせな 

いアイテムが激安です。 

美容材料.com 

http://www.biyouzairyo.com/index.php 
サロンでしか手に入らない一流美容メーカーのワックス、シャンプーなど仕入れ可能です。 

美容は女性の美容は女性の永遠のテーマですからこのジャンルは一般的にも売れるジャンルの１つで 

す。 

特殊 

Amazon 

http://www.amazon.co.jp/gp/homepage.html 
実はアマゾンは１５００円以上の買い物が送料無料になります。それによく期間限定で家電など 大９ 

０％OFF などのセールを行っていますのでそういった時期など目玉商品を狙って買うのもありだと思いま 

す。どこかのサイトで見ましたがアマゾンで仕入れてヤフオクで転売しまくるという儲け情報を売っている 

人がいるくらいですから。エレクトロニクスのカテゴリをご覧ください 

 

食材 

食庫 

http://syokuko.excite.co.jp/top/show 
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こちらも新たに追加した仕入先の一つですがこの仕入先は特に食材を取り扱う専門の問屋になりますが

なんと産地直送ドロップシッピングでの販売が可能！食材は新鮮なうちに購入者に届けることが も重

要な課題ですがドロップシッピングであれば売れ残りの在庫を抱えるリスクはないだけでなく新鮮でおい

しさをそのまま購入者へ直送してくれるのがこの食庫です！ 

FOODS Info Mart 

http://www.infomart.co.jp/index.asp 
これぞ食材卸の大手です。卸売企業の出会い系サイトのようなものです。ここであらゆる食材卸の業者が

探せます。 

タスカル 

http://www.tasucall.com/ 
業務用の食材が下ろせます。飲食店経営者必見！ 

 

RYQUE 

http://www.ryque.jp/ 
カタログショッピングにより卸せます。 

ごちそうナビ 

http://gochi-navi.jp/ 
食材の取引先総合案内になります。お探しの業者が必ず見つかるはず！ 

新水産物流通システム 

http://www.syunzai.com 
新鮮な魚介類・水産物卸ができる仕入先になります。オンラインでパソコンと通信システム環境があれ 

ばどこでも新鮮なお魚が買い付け可能です！！ 

詳細はメールまたはお電話にてお問い合わせください。 

そのままオンライン登録が可能ですので是非ご覧ください。 

コーヒー 

コーヒー問屋 

http://www.tonya.co.jp/ 
高品質のコーヒー豆が激安仕入可能です。コーヒー豆をオンラインショップで買う人が多いことは実はあ 
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まり知られていません。キリマンジャロなど通常価格１００ｇ ￥４２８が⇒仕入価格￥１４０！！ 

コーヒーメーカーなども充実！個人的な買い物にも向いています。コーヒー通にはたまらない仕入先で 

す。 

その他おまけ 

問屋ダイレクト 

http://www.tonyadirect.com/ 
おまけです。他の問屋、仕入先を探すのに非常に便利なサイトです。 

そのほかに、Yahoo などの検索エンジンで『激安』『仕入先』『問屋』『卸売』などの検索キーワードを入力 

するとその他にもたくさん問屋さんが見つかります。 

電脳問屋街 

http://www.tonya.or.jp/ 
こちらは、東京在住、東京近郊の方にはお勧めです！！東京の有名問屋街の専門案内サイトになりま

す。 

ネットで仕入れを行うよりは足を運べることなら実際に商品を見て確かめて卸していただく方がよりよい 

商品に出会える可能性があるのでこちらを載せておきます！！ 

船場センタービル 

http://www.semba-center.com/ 
こちらは、大阪版問屋マップといいましょうか、一つのショッピングモール形式の集合問屋ビルになりま

す。 
大阪近郊、大阪在住の方にはぜひとも足を運んで頂きたいと思います。 

以上が本商材『ヤフオク問屋マスターガイド！！』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。この仕入れに関しましては個人仕入 

不可能な仕入先は交渉術がカギを握っています！特典１でもご紹介しました問屋リストの 

なかでも個人販売してくれない仕入先もあるかと思いますが直接電話をして本文冒頭で 

記載しましたYahoo ID の自己紹介欄編集などをうまく利用すること！また、ネットショッ

プを立ち上げる！つまり個人で仕入れ可能にするには今後、ネットオークション販売、ネッ

ト販売を目的とした商用目的の仕入れであるという意思をはっきりと伝えると交渉次第で
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は仕入れ可能になってしまう仕入先がいくつもあります！仕入先も商売でやっているわけ

ですからうまく交渉すれば販売してくれますのでがんばってみてください！ 

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。 

お願い 

もし万が一URL をクリックしてもサイトにアクセスできないなど不備がございましたらお手 

数ですが一度ご連絡ください。サイトはいつURL を変更するか分かりませんので現時点

で有効なURL を掲載しておりますがサイト側の事情でURL の変更がある場合がありま

す。 

ご連絡いただければ可能な限り有効な修正URL をお送りいたしますのでよろしくお願い

いたします。 

※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
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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。 

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。 
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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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