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「ほんの数分の 1 回の取引だけで利益 26000 円以上稼いだ 

超簡単で超効果的！Wアップトレンド電脳せどり」 
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【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樺山敏行に属します。 

 

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。 
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はじめに 

こんにちは、樺山敏行です。 

簡単に自己紹介させて頂きます。 

私は元々神戸市郵便局に勤めるサラリーマンでした。 

郵便局に勤めるかたわら 2012年 10月より、コツコツとせどりで稼

ぎ始めました。 

 

2015年 3月に退職・独立し、現在は副業で稼ぎたい主婦、サラリー

マンの方等へアドバイスを行いながら、せどりで妻・娘２人の４人

家族を養っています。 

 

今回は、私が使っている手法の中でも特に儲かりやすいノウハウを

紹介します。わずか数分の取引で 26000円稼いだ方法、つまり時給

にすると少なく見積もっても 20万オーバー・・・ 

 

現実的には在庫との兼ね合いもあるのでこうはいきませんが、逆に

言えば在庫さえあれば青天井な手法です！ 

ぜひ実践し、その威力を確かめてください。 
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「ほんの数分の 1 回の取引だけで利益 26000 円以上稼いだ 

超簡単で超効果的！Wアップトレンド電脳せどり」 

 

「W アップトレンド電脳せどり」とは 

 

タイアップ戦略で商品を選定 

× 

ポイントアップで販売価格よりも商品を安く買う電脳仕入れ 

の W アップ効果で効果的に稼ぐ電脳せどり手法の造語です。 

この手法は再現性があり、応用がきく効果的な手法なので 

ぜひご活用ください！ 

そこで今回は 

タイアップ戦略手法で高回転商品を選定し 

実売価格よりも安く買うポイントアップ電脳仕入れ手法を使い 

ほんの数分、1回の取引だけで 

粗利益 26000円を稼いだ Wアップトレンド電脳せどり手法を 

実際に販売した商品を紹介しながら順番に解説していきます。 

それでは次ページをご覧ください 
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タイアップ戦略 

 

タイアップ戦略とは・・ 

せどりで効率よく稼ぐための戦略で 

今注目されている、 

あるいは流行っている商品を、 

高ランキング・高利益になるところを狙って 

販売するテクニックです。 
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タイアップ戦略による商品選定法 

 

まずタイアップ戦略で商品を 

どうやって選んだのか？を解説します。 

 

タイアップの選定基準として次のように考えます。 

話題性のあるキャラクターや人物が一気に人気が急浮上して、 

それが一番注目が高まる時期が明確になっていること 

 

業界の中でも抜きんでて人気が高まっているキャラクター、アーテ

ィスト、著名な人物などに注目して、それが注目される大きなイベ

ント（映画公開・紅白歌合戦・コンサートツアーなど）の時期や突

発的なニュースなどを前もって情報を入手して具体的に分かれば要

チェックです。 

情報入手方法は映画.comやチケットぴあ等の情報サイトや、 

リアルタイム検索で関連キーワードをいれて情報を入手します。 

 

そこで今回 12 月に選定したのがこちら、次ページをご覧ください。 

http://toshiyuki1827.com/web/530/
http://toshiyuki1827.com/web/529/
http://toshiyuki1827.com/web/531/
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「スター・ウォーズ」です。 

超有名な作品なので話の内容が知らない人でも 

名前だけは誰もが知っていると思います。 

この「スター・ウォーズ」の新作映画が 

12月 18日に公開することがいろんなメディアで 

大々的に報じられていましたので従来からのファンはもちろん、 

今まで知らなかったがこの機会に観たい！っていう人が 

増加することが予想されました。 

そしてこの映画の観る前に前作をぜひ見てみたい！ 

という人も増加することも予想されましたので、 

前作の DVD、ブルーレイディスクに注目していました。  
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そして実際に販売した商品はこちらです。 

 

スター・ウォーズ オリジナル・トリロジー DVD-BOX<3枚組> 

 (初回生産限定) (2013) 

（画像・商品名をクリックすると Amazonのページにとびます） 

 

映画公開以前でも元々この作品の DVDなどは 

良く売れている商品でしたが映画公開が近づくつれて 

どんどんランキングが上昇して商品も品薄になっていました。 

 

11月半ばになると 2ケタ台のランキングで推移していました。 

これを書いている現在も高ランクを維持しています。 

http://toshiyuki1827.com/web/532/
http://toshiyuki1827.com/web/532/
http://toshiyuki1827.com/web/532/
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出せば飛ぶように売れる状態なのですが、 

あとは購入するタイミングです。 

 

その時の AmazonFBA最安値価格は 4000円前後、 

他のネットショップでは最安値 3024円くらいでしたので 

利益的にはあまりありませんでした。 

 



- 11 - 

 

ですが映画公開日に近づくに連れてじわじわと FBA最安値は 

少しづつ上がっていたので様子を見ていました。 

そして少し価格が上昇した 4150円くらいになった時に仕入れました。 

 

ですがそれでもその価格で買っても、ほとんど利益はありませんが 

ある方法を使い、さらに安く購入して、利益が出るようにしました。 

 

その安く買った方法を次ページで解説します。 
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実売価格よりも安く買うポイントアップ電脳仕入れ手法 

 

この手法は、こちらのヤフーショッピングを利用します。 

ヤフーショッピングといってもただ普通に購入するのではなく 

購入した時に付与される「Tポイント」を利用します。 

 

ヤフーショッピングは通常商品を購入すると 

ストアポイント（100円ごとに Tポイントが 1ポイント加算） 

が付きます。 

（商品・店舗・キャンペーンによってストアポイントが 2 倍、5 倍、

10倍になる場合もあります。） 

 

そのポイントは 1ポイント 1円として 

ヤフーショッピングの買い物の時に使えます。 
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例えば 5000円の商品を購入した場合 

5000円購入で 50ポイントのストアポイント（基本ポイント） 

が付与されて 50円分が次回のお買い物に利用できます。 

 

そしてこのポイントが付与される条件はこれだけではありません。 

一定の条件を満たせばさらにポイントが倍増します。 

 

ヤフーのプレミアム会員（月額 410円）で＋4倍 

 

ヤフーショッピングアプリから購入で＋2倍 

アプリはパソコン等で選んだ商品をカートに入れておき、決済だけ

アプリから買うだけで OKです。 

 

ストアポイントを合わせると全部で 7 倍のポイントが付きます。 
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先ほどの例の商品の場合、 

5000円購入で 350ポイント付与されることになります。 

 

そしてこれだけではありません！！ 

 

 

全員まいにち！ポイント 5倍、など 

ヤフーショッピング内で毎日なにかしら 

ポイントキャンペーンを行っていますので 

（エントリーが必要な場合もあります） 

こちらをつけるとさらに＋4倍のポイントが付きます。 

  



- 15 - 

 

 

ストアポイント ＋1倍 

全員まいにち！ポイント 5倍 ＋4倍 

ヤフーのプレミアム会員 ＋4 倍 

ヤフーショッピングアプリから購入 ＋2倍 

 

合計 11 倍のポイントがつきます！！ 

 

 

 

先ほどの例ですと 

5000円購入の場合 550 ポイントがつくことになります。 

 

550円分のポイントは次の購入に使えるので 

実質 4450円で購入できたことになります。 
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もし手持ちのポイントがあれば 550ポイント分先に使用して 

4450円で購入しても OKです。 

後に 550ポイントが付くので手持ちのポイントは減りません。 

 

ヤフーカードをお持ちであればさらにポイント付与があり、 

その他にも日替わりで T ポイントが付くキャンペーンをいろいろ行

っています。 

 

もしお手持ちの Tポイントカードがあれば 

Yahoo! JAPAN IDにお持ちの Tカード番号を登録することで、 

街のお店などで貯めた Tポイントを 

Yahoo! JAPANサービスで使うことができます。 

 

また、Yahoo! JAPANサービスで貯めた Tポイントを 

街のお店で使うこともできます。 

また少しだけ割高になりますがヤフーショッピングで 

JCBギフト券や全国共通百貨店の商品券も 

Tポイントで購入できますので使い道もより広がります。 
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【タイアップ商品とポイントアップ仕入れ時の注意点】 

 

タイアップで人気が上がった商品は映画公開やコンサートツアーの

終了など、ある一定のピークを超えると勢いは元の価格に戻ります

のでできるだけ勢いのある期間内に売り切ってしまいましょう。 

 

ストアポイント以外のポイントは 

期間限定ポイントといって使える期間が非常に短いです。 

いざ使う時になったらポイントがなくなっていた・・・ 

といったことがないように使用期限を必ずチェックしてください。 

 

また期間限定ポイントの場合、 

ひと月に付与されるポイント数の上限がある場合があります。 

こちらも各キャンペーンの詳細などを参照してチェックしておいて

ください。 

 

  



- 18 - 

 

実際の購入例 

こちらは実際の購入履歴ですが 

スター・ウォーズの DVDを 50枚購入した例です。 

この時に獲得した Tポイントが 16000ポイントです。 

 

ポイントの内訳です。 

 

ポイントは後付けになりますが 

この時はストアポイントが 2倍でしたので 

50枚で 3000ポイントつきましたので 

トータル 16000ポイント獲得できました！ 
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商品 1点あたり合計 320円分のポイントが付きましたので 

実質 2759円で購入できたことになります。 

このポイントは次回の購入時にポイント付与分だけ使用したり、 

商品券を購入したりしました。 

こちらの注文した商品は価格調整をしながら 

4240円～4300円で販売 

粗利益 510円～560 円 

出品後 1週間で 50枚すべて完売しました。 

Tポイント分含み 50枚で粗利益約 26000 円と 

結果的には予想していたよりも販売価格は 

あまり上昇せず結果的に利益はやや薄かったですが、 

タイアップ効果により非常に高回転商品ですし 

すぐに売り切ってしまうことができますので 

在庫リスクもあまりありません。 

 

その上、この仕入れに要した時間は 1 回の取引だけの 

ほんの数分でしたし、労力はほとんどかかりませんでしたので 

とても効果的といえます。 
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今回お話しした内容はほん一例ですが、 

この方法を使っていくつも応用が利きます 

 

ちなみに同じ方法で一昨年販売した商品がこちらです。 

 

ベイマックス オリジナル・サウンドトラック 

 Limited Edition 

こちらも 2015年初めに全く同じ方法で販売した商品です。 

2670円仕入れ⇒4150 円～5450円で粗利益 576円～1486円 

1ヶ月で 69枚販売してこの商品だけで 

トータルの利益が約 55000円でした。 

店舗仕入れ分も数枚ありますが、 

その内 50枚はネットショップ 1店舗だで、 

その日に仕入れたのみでしたので、 

仕入れた手間はほとんどかかりませんでした。 
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このように 

タイアップとポイントアップの Wアップ効果を活用して 

以上の例を参考にさらに利益が出る商品を 

ご自身でもぜひ探してみてください。 

 

この件も含めて他にもこんなことが知りたい！ 

などのご意見・ご質問等がありましたら、 

アドバイスさせていただきますので 

いつでもお気軽にお問い合わせください。 

 

メールアドレスはこちらです。 

kabayama★tegat.net（★→@） 

↑ 

私直通のメアドです。 
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P.S. 

このレポートで紹介した手法は、私が稼いでいる手法の 

ほんの一部でしかありません。 

 

実は、これ以外の稼ぐ手法を暴露している動画があるので、 

こちらも是非ご覧下さい。↓↓↓ 

http://sys.acadj.net/kabayama-j/index.html 

※上のＵＲＬをクリックしてメールアドレスの登録画面が開いてしまう場合には、 

登録済のメールアドレスをもう一度ご入力下さい。 

 

内容を一部紹介すると・・・ 

○日給 63,000円を稼いだ仕入れの一部始終 

○画面を見せながら＜電脳せどり＞で実際に稼ぐ瞬間  などなど 

 

もちろん全て無料で視聴出来ます！ 

私が稼ぐうえで気をつけているポイントや便利なツールもバンバン 

出していますのでかなり参考になると思います。 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。 

樺山敏行 


