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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/


電脳せどりの仕入れをするだけで、ビットコインがどんどんもらえる！仮想通貨の超大手サイト、「ビッ

トフライヤー」の隠れた機能！？リスクを負わず、ガッチリ資産構築 

 

Copyright (C) 201８ セドラー☆健一. All Rights Reserved. 

- 5 - 

今何かと話題の仮想通貨に投資しよう！  

 

最近、世間をにぎわせている「仮想通貨」。ビットコインやイー

サリアムなどが有名ですが、これらに投資した人が億万長者にな

る、いわゆる「億り人」が多数生まれたと話題です。 

 

仮想通貨とは、簡単に言うとネット上で使えるお金で、楽天ポイ

ントやＴポイントみたいな物です。 

 

これらは使える用途に制限がありますが、仮想通貨は買い物に使

えるだけでなく、日本円に交換したり、他人に送金したりと、本当

の通貨のように利用できます。 
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驚異の爆発力！ ビットコインが半年で 10倍に！  

仮想通貨は、需要が高まれば値段も上がります。特にビットコイ

ンの値上がりはすさまじい物があります。 

 

2017 年 6 月には 20 万円前後だったのが、2017 年 12 月には、な

んと 220 万円を超えました。 

わずか半年足らずで、価値が 10 倍にも上昇した事になります。 
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あっと言う間に価格が暴落！ ！  

ここまで聞いたら、ビットコインを今のうちにたくさん買おう！

と思う人がいるかもしれませんが、これをご覧ください。 

 

なんと、最高値になった後、わずか２か月足らずで、220 万円か

ら、70 万円前後にまで一気に暴落しました。 

このように仮想通貨はあまりに価格の上下が激しいため、乏しい

知識で投資すると、大損する可能性が高いです。 
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せどりをしながら、ビットコインをもらおう！  

投資するのは恐い…そう思った方もいるでしょう。ならば、せど

りをしながら、ビットコインがもらえるサイトを利用しましょう！ 

 

こちらは「ビットフライヤー」と言って、ビットコインなどの仮

想通貨を簡単に売買できる、仮想通貨の銀行のようなものです。 

このビットフライヤーの口座を持っていれば、せどりしながらビ

ットコインをもらう事が出来ます。 

※ビットフライヤーの口座は無料ですぐに作れます。まだ口座を

お持ちでない方は、僕のブログで紹介してるので以下をご覧下さ

い。 http://garnetz.space/2018/02/12/btc/ 

 

http://garnetz.space/2018/02/12/btc/
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ハピタスのように使うと、ビットコインがもらえる！  

電脳せどりをしている人ならハピタスを使った事があるでしょ

う。ハピタスサイトで、ネットショップのバナーをクリックしてか

ら仕入れすると、ハピタスポイントが貯まると言う物です。 

 

ビットフライヤーにも、ハピタスと同じサービスがあります。ネ

ットショップのバナーをクリックしたのち、そのサイトを利用する

と、ビットコインがもらえます。 
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せどりで使えるサイトも色々あります！  

 

購入金額に応じたビットコインがもらえるので、仕入れするほど

にビットコインが貯まります。 

 

せどりで役立つクレジットカードは、発行するだけでビットコイ

ンがもらえます。他にも約１００社が提携しています。 
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もらったビットコインはどんどん上がる！ ？  

ハピタスに比べれば、還元率はあまり高くない物が多く、提携し

ているサイトの数も少ないです。 

しかし、最初に述べたように、ビットコインは値上がりします。 

 

ビットコインは 2017 年の 1 月は 10 万円ぐらいでしたから、1 年

間で 20 倍にもなった事が分かります。仮にトイザらスで 100 万円

仕入れをし、ビットコインが 1 年後に 20 倍になったら… 

100 万×1.2％×20＝240,000 円！ 



電脳せどりの仕入れをするだけで、ビットコインがどんどんもらえる！仮想通貨の超大手サイト、「ビッ

トフライヤー」の隠れた機能！？リスクを負わず、ガッチリ資産構築 

 

Copyright (C) 201８ セドラー☆健一. All Rights Reserved. 

- 12 - 

■おわりに■

ここまでご覧いただきありがとうございます。 

仮想通貨の投資は、夢がありますが、リスクもありますから、半

端な知識で投資するのは危険です。 

しかし、ビットフライヤーと電脳仕入れを組み合わせる事で、ビ

ットコインを「もらい続ける」事が可能なので、リスクは無いと言

えます。ぜひチャレンジして下さい。 

 

■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！ 

 


