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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セドラー☆健一に属します。 

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。 

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

この度は僕の無料レポートをご覧いただ

きありがとうございます。 

この無料レポートを作成しました、健一

と申します。 

～自己紹介～ 

初めまして！千葉県在住の健一と申します。僕は元々平凡なサラリーマンだ

ったのですが、せどりとの出会いで人生が大きく変わりました。 

本業と並行しながらせどりの作業を日々続けた結果、１年後には月商３５０

万円を売り上げ、今ではせどりの会社を設立し、脱サラを果たしております。 

せどりは諦めずに続けて行けば、必ず成功が待っています。そのために、こ

の無料レポートが、あなたのお役に立てる事を願っています！ 

健一公式「せどり情報ＬＩＮＥ＠」も随時募集中です！ 

 http://garnetz.space/prof/ 

 

http://garnetz.space/prof/
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ポイントを攻略する事は、せどりの攻略につながる 

店舗せどりでも電脳せどりでも、お店の独自ポイントがあります

ね。買い物をすると１～１０％ぐらいのポイントがたまります。 

 

 

 

でもカードを持ち歩くのは面倒だし、その店でしか使えないポイ

ントだったり、不便な点もあります。 
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とても便利な「ポイントサイト」とは何か？  

ポイントサイトとは、インターネットでの仕入れの際に、ポイン

トが付くあらゆるお店が、一括で掲載されているサイトです。 

 

http://hapitas.jp/ 

これは国内最大級のポイントサイト、「ハピタス」です。 

せどりの仕入れをしたいサイト名を入力すると、そのサイトのバ

ナーが表示されます。 

そのバナーをクリックした後に、そのサイトで仕入れをすると、

ハピタスポイントがたまります。 

http://hapitas.jp/
http://hapitas.jp/
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ポイントサイトのポイント+店舗のポイントが貯まる 

例えばビックカメラを見てみましょう。 

 

ハピタスで 1.5％ポイント還元と書いてあります。このバナーを

クリックし、ビックカメラで仕入れをすると、10000 円の商品な

ら、150 円分のハピタスポイントが貯まります。 

さらに、店舗独自のポイント、この場合、ビックカメラのポイン

トも貯まります。さらに、ビックカメラでクレジットカード決済を

すれば、クレジットカードのポイントも貯まります。 

（例）ハピタスに 1.5％貯まる。ビックポイントが 10％貯まる。 

クレジットカード会社のポイントが 1％貯まる。 

なんと、12.5％ものポイントが貯まるのです！ 
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せどりで活躍する店舗が多数提携している 

ハピタスには、せどりで使えるネットショップが多数掲載されて

います。仕入れの際にハピタスからバナーを踏んで購入すれば、か

なりのポイントが貯まります。 

 

その他にも、非常に多くのサイトと提携しています。 
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クレカを作れば、大量ポイントゲット！  

せどりの仕入れに欠かせないクレジットカードは、ハピタスのバ

ナーから作れば、大量ポイントがもらえます。 
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商品券や別ポイントへの移行など、使い方自由自在 

ハピタスポイントのすごいところは、現金で引き出したり、別の

ポイントに移行したり、使い道が非常に多いことです。 

 

 

Amazon ギフト券や、楽天ポイント、ＥＤＹに変換したり、銀

行に直接振り込んでもらう事も可能です。 

しかも、手数料がかからない物が多く、iTunes ギフト券や

Amazon ギフト券など、交換すると増える物まであります。 
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たまったポイントは、スーパーもコンビニも使える！  

貯まったポイントの使い道は、断然、「ポレット」がおすすめで

す。ポレットとはＶＩＳＡのクレジットカードですが、ハピタスポ

イントをチャージして買い物ができます。 

 

https://www.hapitas.pollet.me/top3 

 

スマホのアプリを使い、ハピタスポイント 10000 ポイントをポ

レットにチャージすると、10000 円まで使える VISA クレジットカ

ード（プリペイドカード）になると言う訳です。 

 

VISA のクレジットカードは非常に多くのお店で使えますから、コ

ンビニ、スーパー、ネットショップなど、ほとんどどこでもハピタ

スポイントが使えると言う事になりますね。 

https://www.hapitas.pollet.me/top3
https://www.hapitas.pollet.me/top3
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税金対策にも、ポレットを有効活用しよう 

ハピタスポイントを現金に交換すれば、どんな買い物でも出来て

便利なように思えます。 

しかし、現金に交換してしまうと、収入と見なされるため、税金

がかかってしまうのです。銀行振り込みでお金を受け取れば、税務

署が見れば収入である事が明らかです。 

 

ポレットならば、ポレットアプリやハピタスにログインしない

と、見ることが出来ません。ポレットにチャージし、通常は経費と

して見なされない、趣味の買い物や、夕飯の買い物に使えば、節税

対策になります。 

 

※節税対策に関しては、万一の事があるといけないので、顧問弁

護士とご相談する事をおすすめします。 
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まだまだある！ ポイントサイト 

ハピタスと並んで人気なのは「ポイントインカム」と言うサイト

です。 

 

https://pointi.jp/ 

このサイトも、ハピタスと同じようにポイントを貯める事がで

き、先ほどおすすめしたポレットも、ここのポイントからチャージ

する事ができます。 

注意として、ハピタスは１ポイント１円なのに対し、ポイントイ

ンカムは１０ポイント１円の表示です。 

※見た目はすごい貯まるように見えますが、円に置き換えて考え

れば、貯まり方はハピタスとあまり変わりません。 

https://pointi.jp/
https://pointi.jp/
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ポイントインカムにあるのに、ハピタスにない！ ？  

ポイントインカムは、サイトによってはハピタスよりも還元率が

いいものがあります。 

また、ハピタスとは提携してないのに、ポイントインカムとは提

携しているサイトもあり、その場合はポイントインカムで貯めまし

ょう。 

 

これらは 2017 年 11 月現在、ハピタスとは提携してません。 
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１ ０ ％もの大量ポイントが貯まるポイントサイト 

ハピタスやポイントインカムは、0.5％～1.5％前後の還元率が多

く、仕入れ量がそもそも少ない人は、あまり貯まりません。しか

し、５～１０％もの大量ポイントが貯まるサイトもあります。 

 

上記サイトの買い物でポイントが貯まります。他にも旅行、アパ

レル、グルメなど、国内外の有名企業１００社前後と提携している

優良サイトです。 
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１ ０ ％還元だけど、ハピタスより使いにくい 

１０％も還元されるポイントサイトを紹介しましたが、還元率が

非常に高いだけあって、制約はあります。 

・そのサイトでの買い物だけで使えるポイントである事。 

・そのサイトで定期的に買い物をする必要がある事。 

※ただし、日用品や化粧品、ダイエット食品、サプリなどのメー

カーの直営サイトなので、使い道は非常に多いです。ここでのポイ

ントを活用すれば、生活費の出費を大幅に減らせる事が出来ます。 

 

細かく説明すると非常に長くなるので、 

個別にご連絡を下さった方だけに、特別にお教えします。 

 http://garnetz.space/otoiawase/ 

 

http://garnetz.space/otoiawase/
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■おわりに■

ここまでご覧いただきありがとうございます。 

ポイントサイトは汎用性が非常に高いため、上手くすれば利益を

常時アップさせる事が可能です。 

店舗独自のポイントや、クレジットカードのポイントなどを上手

く活用する事は、せどりで稼ぐのに非常に重要だとお分かり頂けれ

ば幸いです。 

 

■自己紹介■ 

 

 ハンドルネーム：セドラー☆健一 

 

 座右の銘：楽はしない、偉ぶらない、誰のせいにもしない 

 

 自己紹介 URL：http://garnetz.space/ 

 

http://garnetz.space/prof/
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■発行者情報■ 

 発行責任者：健一 

 メールアドレス：gynfo7472927612@garnetz.space 

 健一公式ブログのご紹介 

 ブログ：http://garnetz.space/ 

 健一公式メルマガのご紹介 

 http://garnetz.space/touroku/ 

＜健一流せどり術！初心者から始めて副業で月１０万円！＞ 

 健一公式ＬＩＮＥ＠のご紹介 

 ＬＩＮＥ＠：http://garnetz.space/prof/ 

mailto:gynfo7472927612@garnetz.space
http://garnetz.space/
http://garnetz.space/touroku/
http://garnetz.space/prof/
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これからもよろしくお願い

します！ 

 


