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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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他人事じゃない！ 

あなたにも降りかかる「保留テロ」とは？ 

 

Amazon で販売していると、一度ぐらいは経験した事があるかも

しれません。それが、保留テロです。 

例えば、以下の画像をご覧ください。 
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同じ値段がズラリと並んでいますね。激しい価格競争が起きてい

る状態です。 

こんな価格競争に巻き込まれた人の中には、とんでもない事を考

える人がいるのです。 

 

「自分と同じ価格の商品を全部買い占めれば、ライバルがいなく

なる。商品は後でキャンセルすればいいや。」 

 

そうです、これがいわゆる「保留テロ」なのです。決済に銀行振

り込みやコンビニ決済を選ぶと、代金を振り込むまで、商品が確保

された状態（注文保留中）になり、他のお客さんが注文できない状

態になります。 

保留テロ犯は、このようにしてライバルを消し、自分の商品を売

った後に、注文をキャンセルするのです。 

 

また、代金引換で注文をし、商品が届いても居留守を使うなどし

て、商品を受け取らないと言う手口もあります。 
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大変な販売機会の損失になります！ 

 

特に悪質な保留テロ犯になると、買う気もないのに商品を１０個

とか２０個とか大量に注文し、１週間後に大量にキャンセルする、

なんて事もあります。 

 

特に、回転の速い商品を扱っているセドラーの場合、１週間販売

機会を失っただけでも大きな損失になります。 

 

場合によっては、１週間過ぎたらライバルが激増して価格が下落

し、大赤字になる事さえあります。 

 

未然に対策する事が必要となります！ 
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コンビニ決済を無効にする。 

 

注文をして支払いをしないと言う手口は、コンビニ決済を無効に

する事で、未然に防ぐことが出来ます。 

コンビニ決済を無効にすると、銀行振り込み、電子マネー決済な

ども無効になるため、支払いが保留される事による販売機会の損失

を防ぎます。 

 

以下、設定の方法を説明します。 
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商品登録の画面で、右の方に、「詳細表示」と言うボタンがあり

ますので、そこをクリックして下さい。 
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下の方に進むと、「支払方法のオプション」と言う項目がありま

す。ここで、「コンビニ決済」のチェックを外します。 

これにより、お客様はコンビニ決済や銀行振り込みによる決済を

する事が出来なくなります。 

クレジットカードを持っていないお客様にとっては、商品の購入

が出来なくなってしまいますが、保留テロ対策として効果がありま

す。 

 

※代金引換決済も無効にすれば、代金引換決済で注文した物を受

け取り拒否される犯行も防ぎます。 
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既に出品中の商品の場合は、セラーセントラルのトップページ左

上にある、「在庫」のボタンから、在庫管理画面に進みます。 

そして、設定を変えたい商品の一番右にある、「詳細の編集」を

クリックする事で、コンビニ決済の設定が出来る画面に進めます。 

 

 

現在は、コンビニ決済が「有効」になっています。 
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試しにこの状態で、自分の商品を買う手続きを進めてみます。 

 

このように、「コンビニ・ＡＴＭ・ネットバンキング・電子マネ

ー払い」が使える状態になっています。 

 

※お急ぎ便を選ぶと、設定に関わらず、コンビニ決済は無効にな

ります。 

 



大量注文＆大量キャンセル！？保留テロがあなたにも降りかかる！販売機会を失う前にしっかり対策し、

卑劣な犯行を未然に防ぎましょう！ 

 

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

- 13 - 

では、コンビニ決済を無効にしてみましょう。 

 

 

「保存して終了」を押すのをお忘れなく。 
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先ほどと同様にして、自らの商品を買うつもりで、決済画面を進

めてみます。 

 

このように、「コンビニ・ＡＴＭ・ネットバンキング・電子マネ

ー払い」が無効になりました。 

 

※お急ぎ便を選ぶと、設定に関わらず、コンビニ決済は無効にな

ります。 
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全ての商品を、コンビニ決済無効にはしない 

 

これまで説明して来たように、コンビニ決済を無効にする事によ

り、保留テロをある程度防ぐことが出来ると分かりました。 

（※厳密には、もっと悪質な方法での保留テロもあります。） 

しかし、全ての商品のコンビニ決済を無効にしていいかと言う

と、そうではありません。 

 

なぜなら、銀行振り込みやコンビニ決済を希望するお客様もいら

っしゃるからです。何らかの理由でクレジットカードを持てないお

客様や、クレジットカードでネットショッピングをする事に抵抗を

持ってる方などは、購入する事が出来なくなるからです。 

 

あくまで僕の考えですが、大量の保留を防ぐため、複数販売中の

商品は、コンビニ決済を無効にした方がいいと思います。時間が経

つと価格が下落してしまう商品も、無効にするのがいいでしょう。 



大量注文＆大量キャンセル！？保留テロがあなたにも降りかかる！販売機会を失う前にしっかり対策し、

卑劣な犯行を未然に防ぎましょう！ 

 

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

- 16 - 

キャンセルを繰り返すお客様を通報する 

 

注文がキャンセルされると、相手の名前が表示されるのをご存知

でしょうか？キャンセル一覧を見て、もし同じ名前が複数表示され

ていたら、悪質な保留テロの可能性があります。 

ヘルプ画面からＡｍａｚｏｎに問い合わせし、同じ人物から繰り

返しキャンセルを受けている旨を報告しましょう。 

 

セラーセントラルのトップページから、「注文管理」画面を開き

ます。 
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「注文のステータス」と「キャンセル済み」と、任意の期間を設

定し、検索を押します。 

 

すると、上図赤枠内に、お客様の名前が表示されます。もしも同

じ名前がズラリと並んだら、保留テロの可能性大です。 
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キャンセルした人の住所まで分かる！ 

 

保留テロ犯の名前を知る方法は分かりましたが、名前を毎回変え

てこられると分かりません。しかし、住所まで知る方法もありま

す。同じ住所から連続してキャンセルがあれば、保留テロ犯の可能

性大です。 

 

セラーセントラルの画面の「レポート」から、「フルフィルメン

ト」⇒「全注文レポート」の順にクリックします。 
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「ダウンロードのリクエスト」をクリックすると、数分後、レポ

ートをダウンロード出来るようになります。 

 

ダウンロードできるファイルはテキスト形式で大変見づらいた

め、ファイルの中身を全てコピーし、エクセルに貼り付けます。 
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エクセルにコピーすると上図のようになり、キャンセルされた注

文には「Cancelled」と表示され、その右側には郵便番号が表示さ

れます。この商品をキャンセルしたのは、神奈川県横浜市の人だと

判明しました。 

※個人情報保護のため消してありますが、上図矢印の赤枠部分に

郵便番号が表示されます。 
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Amazonも対策を強化している 

以前に、ＦＢＡで１個しか出品してない商品に対し、２件の注文保留がかかった事があ

ります。システムのエラーなのかと思って Amazon に報告したところ、以下のような回答

が来ました。 

 

クレジットカードでの支払いの場合、認証エラーで決済がされなかった場合、別のクレ

ジットカードを選ぶか、支払い方法を変更するよう、Amazon からメールで案内が届きま

す。 

実は、決済をし直すまでの間在庫は確保されず、販売状態が続くのです。この間に別の

人が注文して決済が完了すると、その人の注文が確定します。わざと使えないクレジット

カードを登録し、後でキャンセルすると言う手口を防ぐためのシステムだと思われます。 
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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。 

保留テロは、明らかに営業妨害の悪質な物もあれば、自分の商品

を売りたいがために出来心でやってしまう人もいると思います。 

こうした状況は Amazon も分かっているはずですから、保留テロ

の疑いが高い場合は、どんどん Amazon に相談して下さい。保留テ

ロを減らすため、みんなで協力して行きましょう！ 

 

■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！ 

 


