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■推奨環境■ 

この教材上に書かれている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■ 

この教材は著作権法で保護されている著作物です。下記の点にご注意頂きご利用下さい。 

 

この教材の著作権は“田中洋行”に属します。 

 

著作権者の許可なく、この教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。この教材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。 

 

この教材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。 

 

この教材に書かれた情報は、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。 

この教材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。 

 

この教材のご利用は自己責任でお願いします。この教材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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オンライン仕入れができるショップ 
 

 

ここでは、オンライン仕入れに使っている主なネットショップを 

紹介していきます。 

 

 

あなたも知っているネットショップがいっぱい出てくると思います。 

 

 

仕入れのほとんどは、誰でも知っている、誰でも使っている、 

有名なネットショップからです。 

 

 

オンライン仕入れをむずかしく考える必要はありません。 

有名なネットショップでも十分に稼げる価格で買うことができるのです。 

 

 

もちろん紹介するショップ以外でもお宝商品をザクザク仕入れることが 

可能ですので、ご自身のお気に入りのショップを見つけてくださいね。 

 

 

では、そのネットショップをご覧ください。 
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ヨドバシ.com 

http://www.yodobashi.com/ 

 

関東を中心に日本全国 23 店舗を展開する量販店チェーンストア。 

家電量販店として初めてポイントサービスを導入したことでも有名である。 

家電、ゲーム、CD、DVD、ホーム&キッチン、おもちゃなど 

 

価 格 帯：★★★★★ 

ポイント：基本的に 10％のポイント還元あり 

送  料：大きな商品も重いものも日本全国送料無料 

購入制限：きびしい。大量注文や同一種の頻繁な注文はキャンセルされる場合がある。 

 

 

ビックカメラ.com 

http://www.biccamera.com/ 

 

16 都道府県に直営 34 店舗を展開する家電量販店。 

子会社にコジマ、ソフマップなどがある。 

家電、ゲーム、CD、DVD、ホーム&キッチン、おもちゃなど 

 

価 格 帯：★★★★★ 

ポイント：基本的に 10％のポイント還元あり 

送  料：無料 

購入制限：ややきびしい。頻繁に複数個買いをしているとキャンセルされる場合がある。 

 

 

 

 

http://www.yodobashi.com/
http://www.biccamera.com/
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ソフマップドットコム  

https://www.sofmap.com/ 

 

東京・秋葉原を中心に、日本国内 35 店舗を展開する量販店チェーンストア。 

現在はビックカメラの完全子会社となっている。 

家電、ゲーム、CD、DVD、ホーム&キッチンなど。中古も扱っている。 

 

価 格 帯：★★★★★ 

ポイント：基本的に 10％のポイント還元あり 

     プレミアム CLUB 会員は＋1％の優待ポイント 

送  料：購入金額 3,000 円以上で送料無料（一部商品・地域を除く） 

購入制限：きびしい。頻繁に複数個買いをしているとキャンセルされる場合がある。 

 

 

コジマネット  

http://www.kojima.net/ 

 

日本全国に 144 店舗を展開する家電量販店。 

現在はビックカメラの完全子会社となっている。 

家電、ホーム&キッチン、おもちゃなど。 

 

会 社 名：株式会社コジマ 

売 上 高：単体 2,261 億円（2015 年 8 月期） 

価 格 帯：★★★★★ 

ポイント：商品により約 1％～10％程度のポイント還元あり 

送  料：通常 5,000 円以上のところ、今なら 

購入金額 1,500 円以上で送料無料 

購入制限：ややきびしい。頻繁に複数個買いをしているとキャンセルされる場合がある。 

 

 

https://www.sofmap.com/
http://www.kojima.net/
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ヤマダウェブコム 

http://www.yamada-denkiweb.com/ 

 

LABI・テックランドといった業態で日本全国に直営 928 店舗を展開する、 

国内最大手の家電量販店。 

家電、ゲーム、CD、DVD、ホーム&キッチン、おもちゃなど。 

 

価 格 帯：★★★★☆（チャットで価格交渉ができる） 

ポイント：商品により約 1％、ゴールド会員なら＋1％のポイント還元あり 

送  料：原則、購入金額 3,000 円以上で送料無料（一部商品・地域を除く） 

購入制限：基本的には、１注文につき１個しか注文できない 

 

 

ノジマオンライン 

http://online.nojima.co.jp/ 

 

神奈川を地盤に店舗を展開する中堅家電量販店。 

家電、ゲーム、CD、DVD、ホーム&キッチン、おもちゃなど。 

 

価 格 帯：★★★★☆ 

ポイント：原則なし 

送  料：原則、購入金額 1,500 円以上で送料無料（一部商品・地域を除く） 

購入制限：ゆるい。ただしゲームは１個限定がほとんど。 

 

 

 

 

http://www.yamada-denkiweb.com/
http://online.nojima.co.jp/
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Joshin web 

http://joshinweb.jp/ 

 

大阪に本社を置く中堅家電量販店。約 220 店舗を展開する。 

家電、ゲーム、CD、DVD、ホーム&キッチン、おもちゃなど。 

 

 

会 社 名：上新電機株式会社 

売 上 高：連結 3,757 億円（2016 年 3 月期） 

価 格 帯：★★★★☆ 

ポイント：商品により約 1％～10％程度のポイント還元あり 

     お買い物回数と金額により、シルバー→ゴールド→プラチナと 

ランクアップすることにより各種クーポンなどのサービスあり 

送  料：原則、購入金額 3,000 円以上で送料無料（一部商品・地域を除く） 

購入制限：商品により制限あり 

 

 

 

 EDION ネットショップ 

http://www.edion.com/ 

 

大阪に本社を置く家電量販大手で、直営 430 店舗を展開する。 

売上高はヤマダ・ビックカメラグループに次いで業界第 3 位。 

家電、ゲーム、CD、DVD、ホーム&キッチン、おもちゃなど。 

 

価 格 帯：★★★★☆ 

ポイント：商品により約 1％～10％程度のポイント還元あり 

送  料：原則、購入金額 1,500 円以上で送料無料（一部商品・地域を除く） 

購入制限：ゆるい 

 

http://joshinweb.jp/
http://www.edion.com/


 ページ 8 

Copyright (C) 201７ 田中洋行. All Rights Reserved. 

ケーズデンキオンラインショップ 

http://www.ksdenki.com/ 

 

茨城県水戸市に本社を置く家電量販店チェーンで、直営 466 店舗を展開する。 

店舗では「現金値引き」をモットーにしている。 

家電、ホーム&キッチンなど。 

 

価 格 帯：★★★★☆ 

ポイント：商品によりあんしんパスポート会員特典による割引あり 

送  料：あんしんパスポート会員なら購入金額 1,500 円以上で送料無料 

（一部商品・地域を除く） 

購入制限：商品により制限あり 

 

 

 

 

 

ひかり TV ショッピング 

http://shop.hikaritv.net/ 

 

「ひかりＴＶ」の NTT ぷららが提供する通販ショッピングサイト。 

販売価格帯は安くないが、ポイント○○倍目玉商品や大特価セールを 

利用することにより、掘り出し物を見つけることができる。 

家電、ゲーム、ホーム&キッチン、おもちゃ、ドラッグストア、食品など。 

 

価 格 帯：★★★☆☆ 

ポイント：ポイント 10 倍、20 倍、50 倍などのバザールあり 

送  料：商品により送料無料 

購入制限：商品により制限あり。大量注文するとキャンセルされる場合がある。 

 

 

http://www.ksdenki.com/
http://shop.hikaritv.net/
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TSUKUMO  

http://shop.tsukumo.co.jp/ 

 

秋葉原を拠点とするパソコンショップ「九十九電機」を 2009 年にヤマダ電機が事業譲受。

子会社として設立された株式会社 Project White に引き継がれた。 

価格帯は高めだが大量購入ができるので重宝する。 

パソコン周辺機器、家電。 

 

価 格 帯：★★★☆☆ 

ポイント：商品により約 1％～10％程度のポイント還元あり 

送  料：原則、購入金額 3,000 円以上で送料無料（一部商品・地域を除く） 

購入制限：ゆるい 

 

 

 

 

 

 

NTT-X Store 

http://nttxstore.jp/ 

 

NTT グループの「エヌ・ティ・ティ・レゾナント株式会社」が運営する 

オンラインストア。価格帯は安くないが、不定期に実施されるナイトセールなどを利用す

ることにより、掘り出し物を見つけることができる。 

パソコン周辺機器、家電。 

 

価 格 帯：★★☆☆☆ 

ポイント：原則なし。一部商品に会員割引クーポンによる割引あり 

送  料：全品送料 0 円キャンペーン中 

購入制限：ゆるい 

 

http://shop.tsukumo.co.jp/
http://nttxstore.jp/
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PC DEPOT 

http://www1.pcdepot.co.jp/ 

 

関東を中心に直営 42 店舗を展開するパソコン関連を主に取り扱う家電量販店。 

価格帯は安くないが、生産完了品などが残っていることがある。 

パソコン周辺機器。 

 

価 格 帯：★★☆☆☆ 

ポイント：原則なし 

送  料：原則、購入金額 10,000 円以上で送料無料（一部商品・地域を除く） 

     商品により支払方法が「代引き決済のみ」となる。 

購入制限：商品により制限あり 

 

 

タワーレコード 

http://tower.jp/ 

 

全国に８５店舗を展開している大手音楽ソフト販売チェーン店。 

店舗によってはポイント 15 倍クーポンをもらえるところもある。 

CD、DVD。 

 

価 格 帯：★★★☆☆ 

ポイント：基本的に１％だがキャンペーンで１０％や１５％などもある。 

送  料：原則、購入金額 1,500 円以上で送料無料（一部商品・地域を除く） 

購入制限：商品により制限あり 

 

 

 

http://www1.pcdepot.co.jp/
http://tower.jp/
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HMV 

http://www.hmv.co.jp/ 

 

もともとはイギリスから始まった音楽ソフト販売チェーン店。 

全国に店舗展開している。株式会社ローソンの１００％子会社。 

まとめ買い割引などさまざまな割引セールなどを不定期でやっている。 

CD、DVD、ゲーム。 

 

価 格 帯：★★★☆☆ 

ポイント：基本的に 0.5％－１％だがキャンペーンでポイントアップもある。 

送  料：原則、購入金額 2,500 円以上で送料無料（一部商品・地域を除く） 

購入制限：商品により制限あり 

 

 

TSUTAYA 

http://shop.tsutaya.co.jp/ 

 

日本最大手の音楽・映像レンタルショップチェーン店であり、販売にも力を入れている。 

価格は高め。 

本、CD、DVD、ゲーム。 

 

価 格 帯：★★★☆☆ 

ポイント：基本的に 0.5％だがまとめ買いでポイントアップもある。 

送  料：原則、購入金額 1,500 円以上で送料無料（一部商品・地域を除く） 

購入制限：商品により制限あり 

 

 

http://www.hmv.co.jp/
http://shop.tsutaya.co.jp/
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セブンネットショッピング 

http://7net.omni7.jp/top  

 

セブンイレブンが展開するオンラインショップ。 

セブンイレブン店舗での受け取りも可能。イトーヨーカドーやアカチャンホンポ、ロフト

などのオンラインショップを合わせてオムニ７としてまとめてある。価格は安い。 

本、CD、DVD、ゲーム、ホビー。 

 

価 格 帯：★★★★★ 

ポイント：１％ 

送  料：原則、購入金額 1,500 円以上で送料無料。店舗受け取りは無料。 

購入制限：商品により制限あり 

 

 

 

 

楽天ブックス 

http://books.rakuten.co.jp/  

 

楽天が展開する書籍、音楽ソフト、ゲームのオンラインショップ。 

価格は比較的安い。 

本、CD、DVD、ゲーム。 

 

価 格 帯：★★★★☆ 

ポイント：１％、楽天カードなどによりポイントアップ 

送  料：原則、購入金額 1,500 円以上で送料無料。 

購入制限：商品により制限あり 

 

 

 

http://7net.omni7.jp/top
http://books.rakuten.co.jp/
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DMM.com 

http://www.dmm.com/mono/   

 

アダルト通販・配信サービスから発展したメディア系総合オンラインショップ。 

価格は比較的安い。 

本、CD、DVD、ゲーム。 

 

価 格 帯：★★★★☆ 

ポイント：１％。 

送  料：原則送料無料。 

購入制限：商品により制限あり。3 点までが多い。 

 

 

ブックオフオンライン 

http://www.bookoffonline.co.jp/    

 

全国に展開する古本、中古 CD などのショップ。 

中古の本、CD、DVD、ゲーム。 

 

価 格 帯：★★★★★ 

ポイント：なし 

送  料：1500 円以上は送料無料。 

購入制限：制限なし。 

 

 

 

http://www.dmm.com/mono/
http://www.bookoffonline.co.jp/
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トイザらスオンライン 

http://www.toysrus.co.jp/     

 

全国に展開するおもちゃ、ベビー用品のお店。 

ベビーザらスも併設されていることが多い。価格は高め。 

おもちゃ、ゲーム、ベビー用品 

 

価 格 帯：★★☆☆☆ 

ポイント：基本的に１％ 

送  料：４，９００円以上は送料無料。 

購入制限：商品によって制限あり。 

 

 

ドン・キホーテ 

http://www.donkimall.com/      

 

全国に展開する総合ディスカウントストア。 

家電、ゲーム、ホーム＆キッチン、おもちゃ、ドラッグストア、食品など。 

 

価 格 帯：★★★★☆ 

ポイント：なし 

送  料：５，４００円以上は送料無料。 

購入制限：ゆるい。 

 

 

 

http://www.toysrus.co.jp/
http://www.donkimall.com/


 ページ 15 

Copyright (C) 201７ 田中洋行. All Rights Reserved. 

 

ロハコ 

https://lohaco.jp/       

 

オフィス向け通販のアスクルが展開する一般消費者向けのオンラインショップ。 

家電、ホーム＆キッチン、ドラッグストア、食品など。 

 

価 格 帯：★★★★☆ 

ポイント：１％－１０％、Yahoo のキャンペーンやカードによりポイントアップ。 

送  料：１，９００円以上は送料無料。 

購入制限：ゆるい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lohaco.jp/
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モール系 
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YAHOO!ショッピング 

http://shopping.yahoo.co.jp/ 

 

Yahoo! JAPAN が提供するインターネットショッピングモール。 

出店数は 31 万ストア以上、商品数は 1.7 億点を超える。  

ポイントをうまく活用すれば割安で商品を手に入れることができる。 

 

 

 

 

 

 

  楽天市場 

http://www.rakuten.co.jp/ 

 

楽天株式会社が提供するインターネットショッピングモール。 

出店数は 4.4 万ストア以上、累計会員数は 1.1 億万人を超える。※2016 年 6 月時点 

ポイントをうまく活用すれば割安で商品を手に入れることができるほか、 

「楽天スーパーSALE」などの超大型セールも定期的に実施される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shopping.yahoo.co.jp/
http://www.rakuten.co.jp/
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  Qoo10 

http://www.qoo10.jp/ 

 

ジオシスグループのジオシス合同会社が運営するインターネット通販サイト。 

取扱商品の幅が広く、デジタル・モバイルはもちろんのこと、 

ファッション・ビューティ・コスメ・生活用品・エンタメ・e チケット・ 

食品・キッズ・本・ベビー用品・スポーツ用品なども扱う。 

 

 

 

 

ポンパレモール 

http://www.ponparemall.com/  

 

 

リクルートが運営するオンライン通販サイト。 

取扱商品の幅が広く、家電、ファッション、ドラッグストア、コスメ、 

食品、キッズ、本、ベビー用品、スポーツ用品なども扱う。 

Ponta ポイントが貯まる。 

 

 

 

 

http://www.qoo10.jp/
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いかがでしたでしょうか？ 

 

少しでもお役に立てば幸いです！ 

 

 

 

 

LINE＠では 

物販ビジネスに効率よく取り組んでいくための 

お役立ち情報や最新情報をお伝えしてます。 

 

また１：１でのトークもできますので 

お気軽にメッセージください(^_^) 

 

 

まだご登録でない方は 

ぜひ LINE でお友だちになりましょう！ 

 

お友だち追加はこちらから 

http://lp.tanakamonster.com/linefriends/ 

 

 

 

 

また Facebook でもお友だち募集中です！ 

 

こちらでは基本的にくだらないことを中心に投稿してますｗ 

 

https://www.facebook.com/hiroyuki.tanaka.900388 

 

http://lp.tanakamonster.com/linefriends/
https://www.facebook.com/hiroyuki.tanaka.900388

