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問屋って敷居が 

高いとか思ってません? 

○○問屋を使えば  

簡単で利益でますよー 

(⌒∇⌒) 
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■推奨環境■  

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の Adobe  

Reader を無料でダウンロードしてください。  

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html  

■著作権について■  

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。下記の点にご注意戴きご利用下さい。  

このレポートの著作権はパパスに属します。  

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、

転売等することを禁じます。このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。  

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部を

いかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基

づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。  

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに誤り

の訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。  

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、著

者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任負わないことをご了承願います。  

このレポートのご利用は自己責任でお願いします。このレポートの利用することにより生じたいか

なる結果につきましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承

願います。 

 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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■はじめに■  

はじめまして！   

この度は私のレポートを  

ダウンロードしていただきありがとうございます！   

 パパスと申します。  

2０１７年ごろに副業でせどりを始め、今では月商 

300万円を稼いでいます。  

得意なジャンルは家電、ホビー、おもちゃなどをメインにオールジャンルで  

せどりをしています。 家族構成は妻、長男、長女の四人家族になります。  

長男が四歳の時に多動性障害と言われて  

通っていた保育園にも途中で返されたりもしました。  

送り迎えや病院の通院などでまともに仕事も  

できないぐらいでしたが「せどり」に出会い生活が一変しました。  

皆様にお役に立てれば幸いです。 
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1. ネットショップだけじゃない。ネット問屋すごいんです！ 

せどりをされてる方又は一般の方でも楽天市場やヤフーショップな

どはチェックしていると思いますがネット問屋モードかなりの店舗あ

りますし商品数も多いのです。 

 

今はネットショップのポイントせどりがかなり流行っています。楽天

市場やヤフーシッピング、光 TVショッピング、オムニ 7などもうポ

イントは 2,3倍などではなく 10倍、20倍と大量の還元ポイントで

利益を出すせどりの方法です。 

 

 

ただかなりポイントせどりの人口が増えてしまい、仕入れた商品が

値下がりポイント分だけ利益が出るはずが赤字で売ってしまうこと

も多いのではないのではないのでしょうか？ 
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まだまだポイントせどり人気は続いていくでしょうが、ますますポイ

ントせどり人口が増え続けるとさらに厳しくなっていく状況です。 

 

 

また最近アマゾンせどりは真贋審査との戦いもあります。これに対

応を間違えてしまうとアカウント閉鎖、売上金は凍結もあり大変厳

しい結果になることもあります。 

 

1. ネット問屋仕入れ 

真贋審査をのりこえるため最近では問屋仕入れも大変流行ってい

ます。問屋仕入れなら正規のルートの仕入れとなり本物であること

の証明になるからです。 
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問屋仕入れはハードルが高いと思われがちですがネット問屋は商

品一つから注文することもできあまりネットショップと変わりありま

せん。また大量に仕入れをすることも可能です。 

最低限の用語も覚えておきましょう。 

【用語】 

⚫ Ｂ  to  B  ビジネスからビジネスへ  企業間取引 

⚫ Ｂ  to         C         ビジネスからカスタマーへ 企業対消費

者取引 

⚫ 下代       仕入れ価格  

⚫ 上代       メーカー希望小売価格 『守ってくださいね』と言

われることも 

⚫ 掛け率     定価の何パーセントで仕入れられるのか 

例       10000(定価)×6掛け＝6,000  仕入れ 6000円 

⚫ アソート       組み合わせること 

⚫ 口座（こうざ）    銀行口座ではなく『口座を開設します』とい

われたら取引しますということ 

⚫ バルク        大量、一括 
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2. 利益のでるネット問屋 

⚫ NETSEA(ネッシー) 

 

https://www.netsea.jp/ 

 

2006年に株式会社ＤｅＮＡがサービスを開始しました。出店卸企

業数、商品数、業界最大級のサイトです。会員登録すると仕入金

額がわかるようになります。卸会社、商品によって販売できる形態

がちがいますのでチェックしておきましょう。 

https://www.netsea.jp/
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また商品を一つから仕入れられ、ダンボールも無地なため無在庫

販売をする方も多いです。 

ただなかには中国業者もありちゃんとチェックしておきましょう。 

⚫ 問屋 国分ネット卸 

 

https://netton.kokubu.jp/shop/default.aspx 

 

 

 

1928年創業、食品卸の老舗です。仕入金額はログインしてい

なくてもわかるのでかなり親切です。缶詰から菓子ギフト、介護

https://netton.kokubu.jp/shop/default.aspx
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食までかなり種類豊富です。新商品の期間限定品まであるので

リサ―チしていけば利益のでる商品がみつかるはずです。 

 

⚫ カワダオンライン 

http://ganguoroshi.jp/ 

http://ganguoroshi.jp/
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1952年創業。玩具の卸問屋です。会員登録すると卸価格がわ

かるようになります。レゴも取り扱っているのでアマゾンレゴを販

売するために領収証、書類で申請を通すやり方もあります。 
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⚫ キレイコスメ 

https://www.kireicosme.jp/ja/ 

2006年創業。日本製の化粧品、雑貨のネット問屋です。会員登

録は無料なのですが審査がありますので時間がかかる場合が

あります。商品の販路が限定されることもあり。外国人も利用で

きますが住所は日本にあること、配送できることが条件になりま

す。 

https://www.kireicosme.jp/ja/
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⚫ 卸問屋.COM 

https://www.orosidonya.com/users/index.asp 

1991年創業。株式会社イトウが母体の九州にあるネット問屋で

す。雑貨、家電、パソコン周辺機器などを取り扱っています。会員

登録、年会費は無料ですが審査があり、時間がかかる場合があり

ます。 

 

https://www.orosidonya.com/users/index.asp
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掲載しましたネット問屋は全体の一部です。まだまだありますので

探してみてくださいね。ネット問屋は誰でも簡単にできるのでライバ

ルは多いです。またアマゾンなどでも問屋が商品を販売していたり

します 

これだけ問屋がありますと自分のところでＥＣサイトまで簡

単にできますので挑戦するのもいいですね。 

のでチェックは欠かさずやりましょう。 

 
 

 

 

(*’▽’)  

この他にも LINE＠やメルマガでも最新情報  

流しています。ぜひ登録お願いします！今登録していた

だきますと  

 メルカリで最速で 3 万円作る方法  

 一番稼げる家電量販店はここだ！  
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 ドラッグストア攻略法  

を特典としてお付けします。これだけでも稼げる  

内容になっております。ぜひもらって下さい！  

 

■発行者情報■  

 発行責任者：パパス  

LINE@やメルマガでも情報をながしています(*^^)v 

 登録していただいたら泣くほど嬉しいです(´；ω；`)ｳｩｩ  
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第一節  LINE@ID:@sqr6995n  

 

第一項  メルマガ：「パパスのせどりクエスト」  

https://papasuaida.com/fx/dKjreN  

 メールアドレス：感想などありましたら  

第二項 papasusedori@gmail.com  

https://papasuaida.com/fx/dKjreN
https://papasuaida.com/fx/dKjreN

