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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！ 

いよいよ次のページから始まります！ 
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ノークレーム、ノーリターンでもあきらめるな！ 

 

日本最大級のネットオークションサイト「ヤフオク」。使ったこ

とがある人は多いでしょう。 

しかし、日本最大級になっても、まだ不安と言う人が多いのでは

ないでしょうか？ 

商品がすぐに壊れたり、お金を払ったのに商品が届かなかったり

ですね。 

 

とくにありがちなのが、「ノークレーム・ノーリターンでお願い

します」と言う文章。 

落札した商品が、たった１か月で故障して全く使えなくなったと

しても、「ノークレーム・ノーリターン」と書いてあったら、その

時点で泣き寝入りしてませんか！？ 
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ヤフオク補償を使えば、 

Yahoo!が料金を負担してくれます！ 

 

意外と知られていないヤフオクの補償。しかし、実はかなり手厚

い保証がいくつも付いているのです！ 

 

https://hosho.yahoo.co.jp/okaimono/auction.html 

https://hosho.yahoo.co.jp/okaimono/auction.html
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「修理補償」は、故障した商品の修理代の、 

全額、または半額 Yahoo!が支払ってくれます。 

 

ヤフオクの補償には色々あります。商品が届かない、商品が盗ま

れた、配送事故が起きた、など、様々なトラブルに対応していま

す。その中でも特に便利なのが「修理補償」です！ 

 

なんと、中古新品問わず、最大で修理代の１００％を負担して貰

えます。しかも補償期間は１年とかなり長くなっています！ 
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実際に修理補償を申請してみましょう！ 

 

ここからは、実際に「修理補償」を申請する方法を説明します。 

まずは Yahoo!プレミアム会員である事が補償を受けられる条件

となります。まだプレミアム会員になってない場合は、月５００円

ほどですので、是非プレミアム会員になる事をお勧めします。 

 

 

http://premium.yahoo.co.jp/ 

 

http://premium.yahoo.co.jp/
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まずはこちらのページの「補償金を申請する」をクリッ

クして下さい。 

 

 

https://hosho.yahoo.co.jp/okaimono/auction.html 

 

 

https://hosho.yahoo.co.jp/okaimono/auction.html
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補償が効かない条件が表示されます。 

確認したら、下の方へスクロールし、「申請を開始す

る」をクリックします。 
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補償の申請を開始するには、まず Yahoo!に登録してある

メールに URL を送る必要があります。 
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メールが届いたら、URL をクリックします。 
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「補償金を選択してください」から「修理補償」を選び

ます。 

 

 

 

 

 

 



知らない人が多すぎる、こんなにも手厚いヤフオク補償！落札した商品が壊れても安心、

Yahoo!に修理代を負担して貰えます。「ノークレーム」で泣き寝入りはダメ！ 

 

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

- 14 - 

 

 

補償の条件を確認してください。特に重要なのは… 
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・到着後３１日以上が過ぎ、かつ１年を過ぎてない。 

商品が到着して、３０日以内の故障は補償されません。 

 

・メーカーにて有償で修理をした。 

とても古い商品で修理の受付が終了しているなど、メー

カーが修理してくれなければ、補償対象外です。 

 

・海外メーカー等、補償が効かないメーカーがある。 

日本国内に販売代理店が無いなど、国内で修理を受け付

けていないメーカーは補償されません。 

 

※その他の条件もご確認下さい。 
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下の方へスクロールすると、トラブル内容を入力すると

ころがあります。 

「ヤフオクで買った商品」を選ぶと、過去に自分が落札

した商品の一覧が表示され、その中から補償を受けたい商

品を選びます。 
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落札商品一覧から、補償を受けたい商品を選択します。

今回は「IXY 610F」（デジカメ）で申請してみます。 

 

 

 

※ID を特定されるのを防ぐため、商品名や商品 ID は消しております。実際

には商品名が一覧で出てきます。 
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商品を選択すると、「商品の到着日」「トラブルの発生

日」を入力する画面が出てきます。 

 

先ほども説明しましたが、３０日以内の故障は対象外で

すので、到着日～トラブル発生日までが、３０日以内だと

審査にて却下されます。 
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内容を確認し、申請ボタンをクリックしてください。 
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メールを確認してください。以下のようなメールが届

き、申請の手続きが終了した事を教えてくれます。 
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しばらすすると、１次審査の結果がメールで送られてき

ます。 

２次審査では、必要な書類を郵便で送ります。 

 

 

  

簡単にまとめると、次の書類が必要となります。 
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１・本人確認書類のコピー 

２・Yahoo!が用意した補償請求書を記入した物 

３・商品の保証書のコピー 

※無くても申請出来ますが、補償額が半分になります。 

４・商品発送完了のメールを印刷した物。 

※メールを消去しないようご注意ください。 

５・メーカー発行の修理の見積書か納品書 

６・メーカー修理代金の領収書 

７・商品が壊れている状況を撮影した写真。 

※内部故障、または修理完了済みの場合は、外観、型

番、メーカー名が分かる写真。 
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２次審査が終了すると、以下のようなメールが届き、補

償金が支払われます。 
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忘れてはいけない事！ 

 

今までの説明でお分かりかと思いますが、ついつい忘れ

そうな事で補償が効かなくなる条件があります。以下は決

してしないよう気を付けましょう！ 

・落札した商品の発送メールを消してしまう。 

・メーカーからの見積書や領収書を捨ててしまう。 

・到着から３０日を経過してないのに申請してしまう。 

 

それから、先ほども述べましたが、メーカー保証書がな

いと、補償額が半分になってしまいます。ヤフオクの商品

を落札する時は、たとえ保証期間が切れている保証書であ

っても、ちゃんと付属している事が重要です。 
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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。 

ヤフオクは個人間の取引のため、商品がちゃんと届くか

とか、せっかく買ったのにすぐ壊れたらイヤだ、などと考

えて、敬遠する人が多いです。しかし、Yahoo!が用意して

くれている補償はとても充実しています。ぜひこれからは

もっとヤフオクを利用してみて下さい！ 

 

■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！ 

 


