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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 

 

【最新版】PayPay活用術↓ 

 

 

 

https://paypay.ne.jp/ 

PayPay とは、ソフトバンクとヤフーが設立した 

「PayPay株式会社」が運営する 

QR コード・バーコード決済サービスです。 

 

https://paypay.ne.jp/
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PayPay（ペイペイ）おすすめポイント 

 

●PayPayは銀行口座からチャージできるほか 

クレジットカードや Yahoo!マネーなど 

支払い手段が多い。 

 

●Yahoo!プレミアムの登録と 

Yahoo! JAPAN ID との連携で最大 20%還元！ 

 

●加盟店が多いので 

  様々なお店で利用できる魅力があります。 
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第２章  8月から始まった新サービス 

 

８月１日から Yahoo!ショッピングで獲得できる 

期間固定 Tポイントが 

PayPayボーナスライトに変わりました！ 

 

PayPayボーナスライトとは 

PayPayボーナスライトとは、 

特典やキャンペーン等の適用に伴い、 

PayPay残高に進呈された残高です。 
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PayPayボーナスライトの特徴 

 

●キャンペーンや特典で付与される。 

たとえば、Yahoo!ショッピング、ヤフオク!、LOHACO、

Yahoo!占い、Yahoo!ニュース、ebookjapan、Yahoo!

ゲームなどの Yahoo!関連サービスでの決済で、1%のボ

ーナス還元がおこなわれます。 

ほかにも、ヤフーカード特典、Yahoo!プレミアム会員特

典、PayPay 残高で決済しなかったショッピングでの特典

などで付与されます。 

 

●有効期限は付与日から 60日間。 

支払いの際は、他の PayPay残高よりも 

PayPayボーナスライトが 

最も優先的に使われる仕様となっています。 
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●送金、割り勘、出金は不可 

 

PayPayボーナス同様、PayPayボーナスライトもキャン

ペーンなどで付与される残高のため、わりかん機能や送

金機能、出金機能には対応していません。 

 

 

●Yahoo!Japan IDの連携が必要 

 

PayPay ボーナスライトは、Yahoo!やヤフオク!などで

付与している「期間固定 Tポイント」の変更・移行先として

作られた PayPay残高です。 

そのため、PayPay ボーナスポイントの付与を受けるため

には、Yahoo! Japan IDと PayPayを連携させる手続き

が必要となります。 
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第３章 PayPay活用術ヤフーショッピング版 

 

 

★最大限ポイントを獲得できる裏技★ 

 

 

ある方法でカード特典の期間固定 Tポイントと 

PayPay特典の PayPayボーナスを二重取りできます。 

 

 

ヤフーカードは 1円の利用でも満額付与されます！！ 
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例えば、 

 

・PayPay残高 

・Tポイント 

 

などを利用して支払い金額を１円にします。 

 

 

そしてその 1円をヤフーカードで支払うと 

 

Yahoo! JAPAN カード会員特典として 

支払い金額が 1円でも 

満額のポイントが付与されるわけです。 
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手順にそって獲得ポイントをまとめると 

 

PayPay残高にヤフーカードでチャージ・・・＋１％ 

ヤフーカードで１円だけ支払う・・・＋１％ 

残高は PayPayで支払う・・・＋１％ 

ストアポイント・・・＋１％ 

合計すると約４％の還元になります。 

 

Tポイントで買物する際にも、 

ヤフーカードで１円だけ支払うことで、 

Tポイント利用分に関しても＋１％還元率がアップします。 

 

 

図で説明しますと以下のようになります。 
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例えば支払い総額がちょうど 1,000 円の時は、900 円分

を PayPay で払い、ヤフーカードで残り 100 円払うように

すれば端数が出ず無駄がないです。 
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第４章 まとめ 

 

PayPayボーナスライトは、 

ヤフーショッピングでの特典やキャペーンで付与される 

期間固定Ｔポイントが PayPay残高として利用できます。 

 

PayPayボーナスライトは送る・割り勘機能が使えず、 

有効期限が 60 日と短いということを覚えておいて下さい。 

 

ヤフーショッピングで仕入れをするなら 

PayPayを利用した方が絶対にお得です！！ 

 

PayPayを使って仕入れをする際は、 

ヤフーカードは 1円の利用でも満額付与される！！ 

ってことは頭に置いておいて下さいね！！ 
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■おわりに■ 

 

いかがだったでしょうか？ 

 

このノウハウを使えば、 

ポイントを簡単に二重取りすることが可能になります。 

 

今回ご購入いただいた 

Yahoo!ショッピング全頭リサーチツール「ヤフマル」 

 

こちらを活用し特定のショップをリサーチし、 

利益商品を見つけたら、この PayPay活用術を利用する、 

そうすれば更に利益の上積みをすることができます。 

 

是非、リサーチツール「ヤフマル」と合わせてご利用ください。 

それでは、成功を祈ります！ 

ふねぞう 



【PayPay活用術】ヤフーショッピング版 

 

 

Copyright (C) 2019ふねぞう. All Rights Reserved. 
- 17 - 

 

■発行者情報■ 

◆ 発行責任者：脱・年金せどらー＠ふねぞう 

◆ メルマガ登録：https://twelfth-ex.com/rg/85650/1/ 

◆ メールアドレス：hunezou@gmail.com 

➢ このレポートへのご意見、ご感想をお聞かせください。 

◆ メインブログ：「脱・年金せどらー＠ふねぞう」 

➢ http://hunezou.com/ 

 

 

 

アバターを入れて下さ

い 

https://twelfth-ex.com/rg/85650/1/
mailto:hunezou@gmail.com
http://hunezou.com/

