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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
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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■ 

この度は僕の無料レポートをダウンロ

ードして頂き、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！ 

 

いよいよ次のページから始まります！ 

  

 



知らなかったでは済まされない！？意外と知らない、Amazon の『規約違反』アカウ

ント閉鎖を未然に防ぐために、正しいルールを知っておきましょう！ 

 

 

Copyright (C) 2016 セドラー☆健一. All Rights Reserved. 

- 5 - 

第１章 Amazon の『規約違反』に要注意！ 

 

せどりをやっている方であれば、大多数が Amazon を利用してい

ると思います。しかし、Amazon は規約が非常に厳しい事で有名で

す。 

 

Amazonアカウント閉鎖 

 

この話は色々な所で聞くと思います。Amazon の規約に違反して

しまうと、警告、出品停止、アカウント一時停止、最悪の場合、一

発でアカウント閉鎖になる事さえあります。 

 

アカウント閉鎖されると、復活は非常に困難 

 

ヤフオクのように、新しいアカウントが簡単に作れる事はないで

すし、Amazon にどんなに平謝りしても、文書で改善計画を出して

も、復活してくれない事は最近知られるようになってきました。 
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Amazonの規約を隅々まで理解しましょう！ 

 

Amazon と言う場で販売をさせて頂いている訳ですから、Amazon

が決めたルールに忠実に販売を行う事が大前提です。これにより、

アカウント閉鎖の可能性は限りなく低くなると考えます。 

 

こんな規約があったの！？ 

  

この無料レポートでは、意外と知られていない Amazon の規約や、

違反するとかなりヤバイ地雷ルールなどを紹介していきます。 

 

知らずにやってしまってないか、是非ご確認を！ 
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第２章 販売による規約違反 

 

(1) Amazon 限定商品の複数購入・販売 

 

危険度★★★（絶対ダメ！） 

 

 

まずはこちらの商品をご覧下さい。『Amazon.co.jp 限定』と書い

てありますね。『Amazon.co.jp 限定』商品は一人一個までしか注文

が出来ません。 
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しかし『Amazon.co.jp 限定』はプレミアになりやすく、複数のア

カウントを作成し、２個以上買って儲けようと考える方がいらっし

ゃるようです。 

 

『Amazon.co.jp限定』の複数買いは絶対ダメです！ 

 

これをやってしまうと、最悪の場合、一発でアカウント閉鎖にな

ります！ 

 

バレないようにやればいいの？いや、バレます！ 

 

Amazon は住所やクレジットカードなどの情報だけでなく、アク

セスしてるインターネットの IP アドレス、アクセスしてるパソコン

の情報などから、同一人物かどうか判断します。わずかでも情報が

紐づけばアウトです。 

バレないようにやる事も可能かもしれませんが、あまりにもリス

クが高すぎます！ 
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『Amazon.co.jp 限定』以外にも、購入制限が付いている商品はあ

ります。以下をご覧下さい。 

 

 

７つあったので、７つ買おうと思ったところ、上記のような表示

がでました。「お一人様３点まで」このような表示が出たら、その

数を越えて買ってはいけません。 

 

購入制限は必ず守る 

アカウントを増やす等、制限以上に買おうとしない 

 

必ずこれを守って販売しましょう！ 
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(2) Amazon 限定商品の予約販売 

 

危険度★★（要注意！） 

 

予約販売は、発売日前から注文を受ける事が出来るため、販売数

が飛躍的に伸ばせる手法です。 

しかし、『Amazon.co.jp 限定』の表記のある商品を Amazon で

予約し、発売前に予約販売する事は禁止です。 
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上図を見てもお分かりだと思いますが、Amazon 以外の出品者で

予約を受け付けているお店がありません。 

 

予約販売が禁止されているからです 

 

問題なのは、知らずに出品してしまう事です。出品時に、「この商

品は予約販売は禁止です」などの文章が表示されれば良いのですが、

やろうと思えば出品出来てしまうのです。 

 

そして Amazon に見つかって出品停止を食らってしまいます。そ

うなると、Amazon から、規約違反を犯す危険な出品者だとして、

目を付けられるような事態になりかねません。 

 

Amazon限定商品の販売に注意！ 

 

予約販売出来る商品、出来ない商品の区別にご注意下さい。 
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(3) 同人誌の販売 

 

危険度★★★（絶対ダメ！） 

 

これは最近非常に話題になっています。同人誌＝海賊版、のよう

に Amazon が判断しているそうです。さらに、物によっては、児童

ポルノ法に違反する恐れがある物もあり、Amazon が最近かなりシ

ビアにしています。 

児童ポルノを連想させるようなフィギュアにも要注意です。 

 

過去の販売履歴も危険です！ 

 

今は販売していないから問題ない、と言う訳にも行きません。１

年以上も前に販売したデータを引き合いに出され、アカウント閉鎖

を食らった例もあります。 
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SKU削除が効果的！？ 

 

Amazon はアカウント閉鎖に関して、具体的な基準や判定方法は

発表していないため、必ずしも有効とは言えませんが、SKU の削除

が効果的との見方が強いです。 

過去に危険な同人誌やフィギュアを出品した覚えがあるならば、

SKU を削除する事をおすすめします。 

以下で SKU の削除の方法をお伝えします。なお、出品中であった

なら、まずは出品の停止、在庫の返送が必要です。 

 

 

在庫管理画面から、気になる商品の、上図赤丸で囲った部分をク

リックします。 
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次に「商品と出品を削除」を選びます。 

 

 

OK を選びます。 
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同人誌は販売をやめる 

 

ポルノを連想させるフィギュアに注意 

 

過去の販売履歴は、SKU削除で対処 

 

これらに注意して、販売する商品をしっかり見極めて行く事にし

ましょう！ 
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(4) 使用期限が近いインクの FBA 出品 

 

危険度★★（要注意！） 

 

こんな説明文、見かけたことはありませんか？プリンターのイン

クの商品説明で「こちらは使用期限が過ぎているため、お安くして

おります。」などと書いて売っているセラーさんを見ます。 

 

これは FBA禁止商品に当たります！ 

 

 



知らなかったでは済まされない！？意外と知らない、Amazon の『規約違反』アカウ

ント閉鎖を未然に防ぐために、正しいルールを知っておきましょう！ 

 

 

Copyright (C) 2016 セドラー☆健一. All Rights Reserved. 

- 17 - 

 

 

 

上記は、Amazon のヘルプ画面で、「FBA 禁止商品」を検索する

と表示されます。 

 

使用期限表示があるインクに関しては、期限まで６０日以上残っ

ていないと、FBA に出品できません。 

 

Amazonに見つかると出品停止処分を受けます 
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僕も以前にその事を知らず、期限を商品説明に記載して出品した

ところ、その期限が切れていたために、出品停止になりました。 

 

ただ、在庫を返送しただけで、特におとがめは無かったので、比

較的軽い違反と思われます。 

 

なお、最近では、「要期限管理商品」と言って、期限がある物に

関してはトレーニングの受講が必要な場合があります。興味がある

方は、ヘルプ画面で「要期限管理商品」と検索してみてください。 

 

期限のある商品の FBA納品は要注意！ 

 

補足：FBA の話をしてきたので、気づいた方がいらっしゃるかも

しれませんが、これらの制限は自己発送なら特に問題にはなりませ

ん。 

自己発送ならば、期限切れのインクであっても、現段階では

Amazon の規約違反にはなりません。 

ただし、古すぎるインクによって、お客様とのトラブルが起こる

かもしれませんので、注意して下さいね！ 
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(5) 並行輸入品を、国内正規品として販売 

 

危険度★★★（絶対ダメ！） 
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上図にありますように、同じ商品であっても、並行輸入品と国内

正規品に分かれてカタログが存在する物があります。 

 

 国内正規品とは 

海外メーカーの日本支社や代理店などが、そのメーカーか

ら正規のルートで輸入したを言い、メーカーの保証を受け

る事ができます。 

 

 並行輸入品とは 

正規ルート以外で輸入された商品で、国内で保証が効きま

せん。海外で買って日本国内に持ち帰ったり、海外のサイ

トで購入し、日本に発送して貰った物などがそうです。 

 

並行輸入品でも、商品そのものは国内正規品と同じですが、国内

正規品として販売した方がよく売れるから、と言う理由で出品して

は絶対にダメです。アカウント閉鎖リスクはかなり高いです。 

 

並行輸入品は、JAN コードが国内の物と違ったり、説明書が日本

語でなかったりするので、並行輸入品には十分気を付けて下さい！ 

 

並行輸入品を正規品として販売しない！ 
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(6) 新品の本を定価以外の価格に設定 

 

危険度★★（要注意！） 

 

まずは以下の図をご覧下さい。新品の出品者が全て同じ価格で

出品していることが分かります。 
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本には再販売価格維持と言う制度があります。 

 

簡単に説明すると、メーカーが決めた定価を遵守しなさいと言

う物で、法律で決められています。 

新品の本を定価以外の価格に設定すると、出品停止を食らいま

す！プレミア価格で売る事も、なかなか売れないからと言って値下

げする事も許されません。 

 

値段を変えたい場合は「中古」で出品。 

 

今回「新品」と付けて説明しましたが、つまり、「古本」であれ

ば値段を自由に付ける事が可能です。 

 

値段を自由に設定したければ、コンディションを「中古」にしま

す。そもそも、本はわずかでも汚れたり、読まれたりすれば「古本」

になるため、よほど完璧な状態でなければ「新品」では出せません。 

 

とてもキレイであっても、中古の「ほぼ新品」や「非常に良い」

で出す事で、お客さんからのクレームを防止できるので、そう言う

理由も含めて、本は中古で出すのが無難です。 
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(7) 無在庫販売 

 

危険度★★（要注意！） 

 

Amazon では無在庫販売は禁止されています。つまり、注文が入

ってから仕入れに行くと言うのは駄目なのです。 

 

商品が手元、もしくは FBA 倉庫にある状態、もしくは、仕入れ先

店舗に取り置いて貰っている状態など、確実にお客さんに届けられ

る状態で販売して下さい。 

 

無在庫販売は在庫が残るリスクが無いため、確かに便利な手法で

はあるのですが、万一お客さんから注文が入ったのに届けられずに、

仕方なくキャンセルすると言う事が続けば、アカウント閉鎖になる

可能性が高いです。 
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第３章 納品時の規約違反 

 

(1) FBA 納品の時、改造した段ボールを使う 

 

危険度★★（要注意！） 

 

FBA に納品するならば、当然段ボールを使う事になりますが、段

ボールを切ったり貼ったりして、形を変えると規約違反になります。 

 

改造段ボールは受領して貰えない 

 

例えば、細長い物を納品するのに、２つの段ボールをつなげたり、

送料を安くしようと、段ボールを切って小さくしたりすると、FBA

センターに納品しようとしても、受け取り拒否され、着払いで返送

されてしまいます。 

今のところペナルティはないようですが、繰り返し同じような事

をすると、どんなペナルティを受けるのか分かりません。 
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どんな段ボールは駄目なのか、今一度確認しましょう！ 

 

 

 

基本的には無地の段ボールを使います。商品名や数量が書かれて

いたり、激しく破損したり、汚損した物は受け付けれくれません。 

なお、大きさ、重さも制限を守って下さい。 

50cm x 60cm x 50cm以下、かつ 30kg以下 
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(2) FBA 納品の時、重さ 15kg を越える箱は『重量超過』

と明記する 

 

危険度★（要確認） 

 

 

 

上記のような規約があります。FBA 納品の段ボールが、重さ１５

ｋｇを越える場合には、「重量超過」と明記しなければなりません。 

 

今のところ、明記せずにペナルティや警告を受けたと言う話は聞

かないので、軽い規約違反と思われますが、いつ厳しくなるかも分

からないので、お忘れのないようお願い致します。 
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このような商品もあります。シールを貼るだけでいいので手間が

かかりませんので、１セット購入してもいいかもしれません。 

 

ＦＢＡ納品時、１５ｋｇを越えたら 

段ボールに「重量超過」と明記 
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(3) 商品が一部むき出しになってる物を、そのまま FBA に

納品 

 

危険度★★（要注意！） 

 

 

こちらの写真をご覧下さい。 
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これはスターウォーズの映画に登場する、ライトセイバーのおも

ちゃです。よく見ると分かるかもしれませんが、パッケージが一部

切り開かれたデザインで、中身が触れるようになっています。 

 

店頭で見つけたお客さんが、どんな商品か箱を開けなくても確認

できるように、このような切り開いたパッケージになっていると思

われます。 

 

しかし、このような商品をそのまま FBA に納品しようとすると、

納品不備により受領されず、警告メールが届きます。 

 

むき出し部分があるパッケージは、 

クリスタルパックなどで包んで納品して下さい！ 

 

また、同様に、箱が破損するなどして中身が見えている物や、箱

のふたが閉まりづらくてパカパカしている物も受領されません。 
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第４章 商品コンディションによる規約違反 

 

(1) 『中古出品不可商品』に、中古商品を出品 

 

危険度★★（要注意！） 

 

 

 

商品によっては、全て新品で出品しなければならない事をご存知

ですか？例えば上記商品は「ドラッグストア」のジャンルとなり、

新品で出品しなければなりません。 
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中古不可の商品は、商品登録をする際に、「中古」を選ぶ事が出来

ないため、出品時に気づくとは思いますが、たとえ「新品」を選ん

で出品しても、商品説明に、「確認のために一度だけ使用しました」

など、中古だと匂わせる表現があれば危険です。 

 

また、商品説明にそのような文章がなくとも、商品を購入したお

客さんが、既に使用された形跡がある事に気づき、Amazon に「新

品を買ったのに中古が届いた」などと連絡されると非常に危険です。 

 

中古不可の商品を今一度確認しましょう 
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(2) 開封済みの商品を『新品』として販売 

 

危険度★★（要注意！） 

 

「新品」の定義をちゃんと理解していますか？Amazon において、

新品商品とは、以下のように定義されています。 
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新品とは『未開封』かつ『同梱物が全て揃っている』 

 

上記の物でなければ、新品として販売してはいけません。たとえ

ば、ヤフオクで売られている新品商品には、たびたび以下のような

フレーズを見かけますが、Amazon においては全て中古品になりま

す！ 

 

 新品ですが、撮影のために一度開封しました。⇒中古品！ 

 念のため、通電確認のみ行いました。⇒中古品！ 

 新品ですが、保証書のみ欠品しております。⇒中古品！ 

 開封済みですが、未使用の新品です。⇒中古品！ 

 

新品かどうかは厳しく見極めて下さい！ 

 

補足：未開封であるならば、化粧箱の多少の汚れ、つぶれ、傷み、

色あせはどは問題ないようです。ただし、目立つような損傷や色あ

せがあると、受領されてもらえず、警告が来るケースがありますの

で、要注意です。 
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(3) メーカー純正箱が無い中古品を、『良い』以上で販売 

 

危険度★★（要注意！） 

中古品は「可」「良い」「非常に良い」「ほぼ新品」の４種類の区分

がありますが、その違いはちゃんと理解していますか？ 
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よく間違えている方を見受けるのですが、メーカー純正の箱が

ない場合、全てコンディションは「可」になってしまいます。 

 

純正箱が無ければ「可」でしか出品できない！ 

 

 たとえ未使用品であっても、 

 たとえ付属品が全て揃っていたとしても、 

 たとえ自前のキレイな箱におさめても、 

 

純正箱が無い、又は大きく破損している場合、 

「良い」以上で販売してはいけません！ 

 

補足：ただし、ぬいぐるみなど、新品の時から箱に入っていない

物もあり、そう言う商品は例外となります。ただし、汚れているな

どのクレームを防ぐため、クリスタルパックなどキレイな袋におさ

めて納品しましょう。 
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(4) ジャンク品（故障品）を出品 

 

危険度★★（要注意！） 

ジャンク品は Amazon での販売が禁止されています。また、動作

に重要な付属品が欠品していて、そのままでは使えない場合も販売

出来ません。 
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ヤフオクではよくジャンク品が売られていますが、Amazon でジ

ャンク品を販売すると警告、出品停止を受けます。 

 

また、重要付属品の欠品や、何らかの理由で動作確認が出来ない、

メンテナンスしないと動かない、なども駄目です。以下のケースは

全て販売する事自体が規約違反となります。 

 

 専用バッテリーがないデジカメ 

 ヘッドの汚れにより正常に印字出来ないプリンター 

 電源コードがなく、動作確認出来ない家電 

 

お客さんがすぐに使える事が前提です！ 

 

パソコン周辺機器など、元々他の商品と組み合わせて使うような

物は問題ないですが、そうでなければ、お客さんが商品を受け取っ

て、すぐに使用出来る状態でなければならないのです。 
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第５章 その他の規約違反 

 

(1) 自分のショップの評価を不当に上げようとする 

 

危険度★★★（絶対ダメ！） 

 

Amazon では、出品者の評価は販売に大きな影響を与えます。良

い評価を早くたくさん集めたい気持ちは分かりますが、自らの評価

を不当に上げようとする行為は、Amazon にバレると、アカウント

閉鎖と言う最悪な処分も考えられます。 

 

以下のような事は絶対にやらないで下さい！ 

 

 自分で自分の商品を買い、良い評価を付ける。 

 お客さんに連絡し、良い評価をくれれば一部返金するなど、

金品での交渉を持ちかける。 

 悪い評価を付けたお客さんに対し、評価を削除するよう強

要する。 
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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。 

Amazon は近年、規約違反の見回りを強化していると思われ、規

約違反に対する処分も以前にも増して重くなっていると考えられま

す。アカウント閉鎖になると、時間もお金も、想像を絶する程の損

害を受けてしまいます。 

この無料レポートが、あなたのアカウントを守るために役立って

くれる事を祈っております。 

 

■自己紹介■ 

 

 ハンドルネーム：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/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB/
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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 

 このレポートへのご意見、ご感想をお聞かせください。 

 

 メインブログ：「『せどり』を始めて１年で起業！脱サラ！独

立までの歩みと自由な日々」 

ブログトップページ：http://garnetz.space/ 

 健一がせどりの日々をブログ配信し、皆さんがもっと儲け

られるようにアドバイスします。 

 

 メルマガ：「健一流せどり術！初心者から始めて副業で月１０

万円！」 

メルマガ登録：https://brutality-ex.jp/fx38432/rCJpkV 

メルマガ解除：https://twelfth-ex.com/dm/38432/2/ 

 メルマガではレポートやブログでは書けないような最新情

報・有料級の情報を書いていますので、上記登録フォーム

より、普段お使いのメールアドレスを登録して下さい。 

 

mailto:gynfo7472927612@garnetz.space
http://garnetz.space/
https://brutality-ex.jp/fx38432/rCJpkV
https://twelfth-ex.com/dm/38432/2/
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これからもよろしくお願い

します！ 

 


