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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 AdobeReader 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狩スマバイヤーなんべに属します。 

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■ 

 

この度はなんべ流狩技レポートをダウンロードしていただきありがと

う御座います。 
こんにちは！レポート著者の『なんべ』と

もうします。 

せどり、転売は２０１６年７月から本格的

にはじめました。 

４０歳を越え最近はお腹周りも肥え、先々の人生考えたときに今

のままでは越えられない壁を感じました。 

今のうちに何かしなければ。 

しかし、昼間は本業の仕事があり時間はない、仕事終わりや休日

の隙間な時間しかない、初期費用の掛かる事はしたくない。 

そんな、ない、ない、ないのナイサンゲールです。 

ここ笑うところですｗ 
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何かスマホで稼ぐ事は出来ないか？ 

ググっても怪しい情報しか出てこない。 

そんな時 を見ていたら効率良くスマホを使って稼いでいる

動画を見て。 

これだ！ シャキーン！ 

今まではセドリと言うと本の転売と思ってましたが、動画では 

家電製品、美容品、食品でもセドリが可能なんだと。 

店舗やネットで安く買って、またネットで高く売る。 

スマホアプリで売れるものを確認できて、利益取れるかどうかも分か

る！それも隙間時間に！ 

まさに自分にピッタリの稼げる方法でした！ 
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しかし、セドラーってたくさんいて、今更始めても遅いかなとも思いまし

た。 

特になんべが仮想通貨を始めた ２０１４年は 

「怪しい、危ない、悪徳野郎だ！」と  

AAA トリプル A と言われていたとか、いないとかｗ 

しかし、しっかり調べる事により原理原則が分かりました。 

ひとが見ない、視覚に入らない所に、お宝があるもんです＾＾ 

そんな、盲点の隙間を縫った狩技レポートをお伝えします。 
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■第 1 章■ 美味しい内に貰っておきましょう！ 

転売でビットコインを貰える Bitflyer ですがドンドン美味しくなくなってます。 

私の過去レポートではかなり美味しい思い出来ましたが、認知度が広がっていくと 

減っていきますね。 

今のうちに口座作って、美味しい思いしましょう！ 

ここから口座作成作れます。 

 

 さらに！！１０月１８日まで新規口座作成で最大  

 5,000 円キャッシュバックです！ 

 

 

今がチャンスですね！ 

さて本題です。ビットコインを転売で増やします。 

皆さんが大好きなポイントサイトを経由してこれからの時期にめ

っちゃ美味しい商材を転売します。 

https://goo.gl/ERHV7w
https://goo.gl/ERHV7w
https://goo.gl/ERHV7w
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■第 2 章■ ポイントサイトでガッポガッポ！ 

G-POINT を経由させます。ここからいけます。 

 

G-POINT の登録はとても簡単なので、先に美味しい商品を紹介し

ます 

 

これからの時期よく売れのはチョコレートです。 

https://goo.gl/f3422q
https://goo.gl/f3422q
https://goo.gl/f3422q
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購入の３％も貰えます。 

アマゾンではどうでしょうか見てみます。 

http://mnrate.com/item/aid/B00TTNFH3O 

 

3100 円です。利益は 300 円 11％程度ですが、3％上乗せされま

すね。 

このサイトは 6000 円以上で送料無料です。パートナー登録して

れば 12 月までアマゾン倉庫まで送料無料です。 

しかし、食品カテゴリーと要期限管理は持つ必要があります。 

続いて簡単にポイント取れる商品です。 

 

http://mnrate.com/item/aid/B00TTNFH3O
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カード作成で 13,000 円 
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続いてスマホでもいけます。 

 

機種変更で 2,200G 

新規なら 3,300G 

美味しいポイントはいくらでもありますね。 

そしてこの貯めたポイントをビットコインに変えるのですが、換金

するサイトは表示されてません。 
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ここから検索します。 

 

bitflyer と入力します。 

 

 

あとはこのクーポン使ってビットコインに替えます。 

Bitflyer の口座がない方はここでも作れます。 

http://www.gpoint.co.jp/pen/
https://goo.gl/ERHV7w
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執筆時 2017/10/07 20：05 のビットコイン価格は 

 

私が最初に紹介した時の価格はこちら 

70,000 円に行ってません。 

今月１０月に金融庁が仮想通貨の取引所を認可したばかりで

す。 

私の仮想通貨のブログの記事になります。 

金融庁認可の仮想通貨取引所 

まだ、始まったばかりのビットコイン市場です。 

今後は他の仮想通貨も出て来て、熱い市場ですのでこの機会に

無料でビットコインゲットして下さい！ 

 

 

 

http://www.tenbai-tosyokan.jp/search/detail/?book_id=6591&issuer_id=1053
http://3bonya.com/bit/?p=140
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■おわりに■ 

２０１８年にはビットコインが 10 万ドルになると予測する方もいま

す。 

10 月 18 日までに口座作成で５，０００円貰うだけでも良いかと思

いますので、是非チャレンジしてみてください。 

 

せどり業界は群雄割拠の時代ですが、新しい事にもチャレンジし

て自分の技にすることで収入源の一つとしちゃいましょう！ 

狩技レポートは以上となります。 

メルマガでは、色々な狩技等を配信してますので是非購読

していただき、あなたのせどりライフをワクワク♫のお手伝

いをさせて下さい。＾＾ 
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■自己紹介■ 

ハンドルネーム：狩スマバイヤーなんべ 

座右の銘：塞翁が馬 

好きなゲーム：モンハン（ヘタレフンター） 

稼ぐための心情：一人で稼ぐより、仲間と稼いで、ワイワイする！ 

夢：２０２０年はパリでコーヒー飲みながら、期限決めていない旅の行き先

を考えている！ 

副業履歴： 

２０１２年 ３月 ネクサス祭りで携帯乞食開始❗️ １■万円/日＊５日稼ぐ 

２０１３年 １月 ブログ オイラの微忘緑で携帯乞食ノウハウを無料で披露 ２△万円/月 

２０１４年 12月 Ripple を５万円購入（当時 2.7円） 

２０１５年 １２月 総務省のおかげで、携帯乞食を終了。 

２０１６年 ５月 ビットコインインフラ整備事業取次店登録 

２０１６年 ７月 YouTube を見てスマホアプリを使ってせどり狩り開始❗ 

 

無料レポート： 

 

なんべの無料レポート集 

 

 

https://goo.gl/XaqUSJ


なんべ流 狩り技 ポイントをビットコインに！ 

 

Copyright (C) 2017 狩スマバイヤーなんべ. All Rights Reserved. 
- 16 - 

■発行者情報■ 

発行責任者：なんべ 

メールアドレス   buy@3bonya.com 

このレポートへのご意見、ご感想をお聞かせください。 

転売ブログ：「オイラのバイヤー微忘録」  

メルマガ登録：「なんべの転売情報」 

仮想通貨ブログ：「オイラの B忘録」 

メルマガ登録：「なんべの仮想通貨情報」 

ブログで言えない情報記載してます。 

更に、転売、仮想通貨及びそれ以外の

ヤバイ情報を LINEグループで配信予定

してます。 

LINE@ 稼組＠彡 

 

 
最後まで読んで頂きまして 

誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

http://goo.gl/ykUaul
https://maroon-ex.jp/fx43884/jtenbai1
http://3bonya.com/bit/
https://maroon-ex.jp/fx43884/ZwhJ0I
https://line.me/R/ti/p/@vut3646v

