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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脱・年金せどらー＠ふねぞうに属します。 

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
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■はじめに■ 

こんにちは。 

脱・年金せどらー 

『ふねぞう』 と申します。 

この度は、レポートをダウンロードして 

いただき誠にありがとうございます。 

≪自己紹介≫ 

2016年よりせどりを始めました。 

店舗せどりから始め、家電、CD、DVD、おもちゃ、へルビ、食品 

など幅広いジャンルで取り組んでいます。 

 

現在はサラリーマンのかたわらで副業をしています。 

限られた時間の中、いかに効率的にできるか を追求し、 

今では電脳せどりを取り入れ、安定的に収入を得ることができる

ようになりました。 

 

 

今まで試行錯誤を重ねてきた方法やノウハウが 
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皆様のお役に立てれば光栄です。 

 

是非、最後まで読んでいただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

それでは！早速いってみましょう！ 
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第１章 今回のテーマ 

 

 

ヤフーショッピング仕入れ術をご紹介します！！ 

 

実はヤフーショッピングでは同じ商品、同じ価格で 

販売されている 2つの店舗があったとしても 

購入時に大きく価格が変わることがあるんです！！ 

 

今回はその秘密について解説します。 
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第２章 セール、特集をチェック！！ 

ヤフーショッピングでは毎日セール、特集など 

イベントが行われています。 

 

中には〇〇％オフクーポンを配布している時も！！ 

これらのセールやクーポンをチェックして 

同じ価格の 2店舗でも購入時には安くなる店舗が 

でてくるからくりがあります。 

 

まずはトップページへ移動します。 

https://shopping.yahoo.co.jp/?sc_i=shp_pc_top_MHD_logo 

 

トップページ左側にあるカテゴリ欄にある 

ピックアップやテーマを確認して下さい。 

  

https://shopping.yahoo.co.jp/?sc_i=shp_pc_top_MHD_logo
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このように日替わりクーポンやタイムセールの 

特集が組まれていますね！！ 

 

またトップページのど真ん中にあるセール、特集も 

チェックすべきポイントです。 

 

右下に「キャンペーン、特集一覧＞」とあるので 

クリックしてみましょう！！ 
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意外とせどらーは見ない部分なので、 

クーポンやセール情報をしっかり収集しましょう。 

 

クーポンで特に見るべきなのはこちらです。 

https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/?sc_e=afvc_shp_3100529 

 

こちらはストアごとのクーポン情報が 

掲載されていますので、店舗リサーチが 

しやすいのが特徴です。 

 

特に「ストア内全品○○オフ」や高額割引クーポンは 

要チェックですよ！！ 

 

 

 

https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/?sc_e=afvc_shp_3100529
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第３章 ヤフーショッピングの特徴 

各 ECサイトには特徴があります。 

ヤフーショッピングにも特徴がありますので、 

知っておくとさらにお得にお買い物ができますね！！ 

 

早速特徴を解説していきます！ 

・毎年セールの傾向が変わる 

・同一店舗でも楽天市場より安いことが多い 

・送料無料の条件が緩い 

・yahooカードの還元率は 3% 

・プレミアム会員は月額 498円 

・ソフトバンク、ワイモバイルユーザーはお得 

大体このような感じです。 

 

メリットもあればデメリットもあります。 
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順に説明していくと、 

セールの傾向が変わりやすいため 

不定期開催のイベントや、お得だったイベントが 

突然無くなることもあります。。。 

 

ただ、好条件イベントが出てくることもあるので、 

常にチェックが必要ではあります。 

 

次に楽天市場に比べてヤフーショッピングは 

出店料金や、手数料が安いです。 

そのため販売者側から見たら利益が変わらないけど 

値段を安くできる傾向にあります。 

 

同じ理由で送料無料の条件が緩いと言われています。 
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ヤフーショッピングで仕入れをする際は 

yahooカードがおすすめです！ 

https://card.yahoo.co.jp/ 

 

 

ヤフーショッピングとロハコでの購入は 

常に 3%還元となりますし、還元率を上げるための 

最低条件とも言えます。 

 

年会費も無料なのでもっていない人はこの機会に 

取得しておきましょう！！ 

 

プレミアム会員も還元率アップには欠かせません。 

https://premium.yahoo.co.jp/ 

https://card.yahoo.co.jp/
https://premium.yahoo.co.jp/
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最近では PayPayを利用することで 

さらにお得になります。 

 

月会費も安いので一緒に契約するのが、 

おすすめです。 

 

最後のソフトバンク、ワイモバイルですが、 

出来るなら契約したいところですが、 

無理にする必要はありません。 

https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/sb/?sc_i=shp_pc_feature

_module-fcp_1431&sc_e=afvc_shp_3246191 

 

ポイント還元率のアップや、プレミアム会員の無料化と 

かなりお得ですので、既に契約されている方は 

特典を使い倒しましょう！！！ 

 

 

https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/sb/?sc_i=shp_pc_feature_module-fcp_1431&sc_e=afvc_shp_3246191
https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/sb/?sc_i=shp_pc_feature_module-fcp_1431&sc_e=afvc_shp_3246191
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第４章 セール情報まとめ 

・決済セール（3月） 

・いい買い物の日（11月 11日） 

・年末セール（12月） 

・5のつく日(5日・15日・15日) 

・ゾロ目の日(11日・22日) 

・ハッピー2アワー(不定期・21時から 2時間) 

・クーポンは突然に。(不定期・21時から 2時間) 

・買う！買う！ランチタイム(不定期・12時から 2時間) 

・買う！買う！ナイト(不定期・21時から 2時間) 

・買う！買う！サンデー(不定期・日曜日) 

・くらしの応援クーポン(Yahoo!プレミアム限定) 

・掲載ストア対象(Yahoo!プレミアム限定) 

・月末ウルトラセール（毎月月末） 

・お買い物リレー（不定期・1月） 

 

以上、セール情報をまとめておきました。 

 

https://topics.shopping.yahoo.co.jp/sale/excellent_sale/?sc_e=afvc_shp_3314996
https://shopping.yahoo.co.jp/fair/kaimono/?sc_e=afvc_shp_3314996
https://topics.shopping.yahoo.co.jp/promotion/year_end/?sc_e=afvc_shp_3314996
https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/pointx5/?sc_e=afvc_shp_3246191
https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/coupon/zorome/?sc_e=afvc_shp_3314996
https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/happyhour/?sc_e=afvc_shp_3314996
https://topics.shopping.yahoo.co.jp/coupon/without_notice/?sc_e=afvc_shp_3314996
https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow_lunch/?sc_e=afvc_shp_3246191
https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow_time/?sc_e=afvc_shp_3246191
https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/?sc_e=afvc_shp_3314996
https://topics.shopping.yahoo.co.jp/fair/sale/furnishings/coupon/?sc_e=afvc_shp_3246191
https://topics.shopping.yahoo.co.jp/promo/premium_imatoku_store/
https://topics.shopping.yahoo.co.jp/sale/thanks/ultra/?sc_e=afvc_shp_3314996
https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/relay/?sc_e=afvc_shp_3246191
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特にプレミアム会員限定や、 

ダイヤモンド会員、プラチナ会員限定、不定期開催は 

お得な商品が眠っていることが多いです。 

 

ヤフーショッピングは楽天市場に比べて 

ポイント還元率アップがしやすかったり、 

価格が安いこともおおいので、 

どんどん利用していきましょう！！！ 
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第５章 最大ポイント 26倍！？ 

Yahoo!ショッピングにある商品には 

必ずストアポイントが設定されていて、 

1倍～15倍となっています！！ 

 

5日、15日、25日は「5のつく日」キャンペーンと 

アプリからの購入でポイントが 4倍となります。 

 

Yahoo!JAPAN カードの利用でポイント 2倍となり、 

Yahoo!プレミアム会員でポイント 4倍がつきます。 

 

ここまでが貰えるＴポイントとなり、11倍～25倍になり

ます。 

 

https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/pointx5/?sc_e=afvc_shp_3246191
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更にポイントサイトであるゲットマネーから 

ヤフーショッピングを利用することで、 

購入金額の 1.3%がポイント還元されます！！ 

https://dietnavi.com/pc/ 

 

これで最大 26倍のポイントを得ることが可能です！！ 

 

ゲットマネーの 1.3%はゲットマネーサイト内で 

交換が可能です。 

 

1P＝0.1円となります。 

現金化も可能ですので是非活用してください！！ 

https://dietnavi.com/pc/
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■おわりに■ 

いかがだったでしょうか。 

クーポンの利用や、ポイントアップなど 

ヤフーショッピングにはお得になるイベントが盛りだくさんです。 

 

1つの店舗を全頭していくだけでもかなりの利益が見込めます。 

今回ご紹介した内容は、私が開発した全頭リサーチツール「ヤフマル」を 

活用することで、圧倒的に時間短縮も出来てライバルに差をつけられます。 

 

つねにこのレポートを見ながらセール情報を駆使して、 

せどりで成功していきましょう！！！ 

 

ぜひ、この方法を活用していただければ幸いです。 

それでは、成功を祈ります！ 

 

ふねぞう 
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アバターを入れて下さ

い 

https://twelfth-ex.com/rg/85650/1/
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