
 

 

 

キャリア アポイントメント リクエスト ポータル 

CARP
カ ー プ

 ユーザーマニュアル 

 

Carrier Appointment Request Portal 

User Manual_V6.1 

 

 

 



 

1   

 

 

目次 
 

新しいアカウントの申請 ................................................................................................................................. 3 

ログイン ........................................................................................................................................................... 6 

ホーム ............................................................................................................................................................ 7 

新規アポイントメントの送信 ........................................................................................................................... 7 

エラーが表示されたら .................................................................................................................................. 14 

一括リクエストを送信 （混載貨物情報の一括アップロード） ....................................................................... 15 

過去のアポイントメントを検索 ...................................................................................................................... 18 

アポイントメント情報の修正・キャンセルリクエストの送信 ........................................................................... 19 

補足 .................................................................................................................................... 23 

補足 -1: アポイントメント確認メールの文例 ...................................................................................................... 23 

補足 -2: エラーメッセージと対処方法 ............................................................................................................... 25 

よくある質問 ..................................................................................................................... 26 

アカウント IDはいつ登録されますか ................................................................................................................. 26 

アポイントメントリクエストの修正又はキャンセルする方法が分かりません ............................................................. 26 

アポイントメントを申請しようとすると、POのエラーメッセージが表示されます ......................................................... 26 

アポイントメントを申請しようとすると、入力していない POが自動的に挿入されてしまいます ................................ 27 

アポイントメントを申請しようとすると、「配達日が無効です」とエラーメッセージが表示されます。 ............................ 27 

HND7(フレッシュ)の入力ルール ..................................................................................... 29 

温度帯の入力 ............................................................................................................................................... 29 

HND6 HND7 混載の場合の対応 ............................................................................................................... 30 

出荷単位番号 (BOL) の採番方法 .............................................................................................................. 30 

納品先センター/取扱い商材一覧 ...................................................................................... 31 

改訂履歴 ............................................................................................................................ 33 

 



 

2   

 

 

  



 

3   

 

 

新しいアカウントの申請 

 

アポイントメントをお取りいただくにはアカウント登録が必要です。新しいアカウントを申請いただいていから、当社側で登録

完了まで３営業日程度かかります。次の手順に沿って、お早めに新しいアカウントを申請してください。 

登録が完了しますと、当社よりアカウントとパスワードのご連絡メールが届きます。申請いただいたアカウントと異なる場合が

ございますので、必ずご確認ください。 

 

1.  ポータル https://transportation.amazon.co.jp/にアクセスしてください。 

2.  "新しいアカウントの要求"をクリックしてください。 

3.  運送会社様は"運送会社"を、取引先様は"荷主"を選択してください。 

4.  "名前"にはご担当者のファーストネーム（名）を入力してください。（半角英数字） 

5.  "姓"にはご担当者のラストネーム（姓）を入力してください。（半角英数字） 

6.  E メールアドレスを入力してください（半角英数字）。アポイントメント ID や、確認・変更など、重要なお知らせが送信

されます。1つのアカウントにつき、1つのみメールアドレスをご登録いただけます。複数のご担当者様で利用される場合は、

複数のアカウントを利用いただくか、グループアドレスでの登録をお願い致します。 

7.  お取引会社様・配送業者様は「OWNJP」と入力してください。FBA 出品者様は「FBAJP」と入力してください。 

8. "ユーザー名"はログインに使用する任意の ID を入力してください。（半角英数字） 

9.  電話番号はご連絡がつくお電話番号を入力してください。（半角英数字） 

10. パスワードはログインに使用する任意のものを入力してください。（半角英数字 8 文字以上） 

11. "新しいアカウントの要求"をクリックします。 
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画面 1:  新しいアカウントの要求 

  

新しいアカウントの要求が正常に送信された場合は、サイト上で次のような文言が表示されます。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

新しいアカウントリクエストが送信されました。 

新しいアカウントの作成リクエストは正常に送信されました。 

リクエストは管理者に転送されました。 

リクエストは管理者による確認待ちです。リクエストが処理された時点で E メールをお送りします。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

入力いただいてから 3営業日程度で E メールアドレスへ以下のような登録完了のご案内をお送りします。User Nameを

確認して頂きパスワードは登録時のパスワードを使用してください。 
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E メールアドレスとお電話番号は必ずご登録ください。 

※ ユーザーID とパスワードを他人と共有しないでください。 
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ログイン 

 

ポータル(https://transportation.amazon.co.jp/)にアクセスし、ユーザー名とパスワードを入力し、ログインをクリックしてくださ

い。ログインした後、新規アポイントメントをリクエストできるようになります。 

 

画面 2: ポータルへのログイン 
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ホーム 
 

ポータルへログインすると、次の画面のようなメニューが現れます。 

 

画面 3: ホーム 

 

 

新たにアポイントメントをリクエストするには、”新規アポイントメントの送信”をクリックしてください。 

これまでのアポイントメント履歴を確認するには、”過去のアポイントメントを検索”をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

新規アポイントメントの送信 
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”新規アポイントメントの送信”にて、納品日時のアポイントメントをリクエストできます。納品の際は、事前に必ず、アポイン

トメントをお取りくださいますようお願いいたします。 

 

画面 4: 新規アポイントメントの送信 

 

 

次の表の注意点に気をつけて、アポイントメント情報と貨物情報を入力してください。 

項目 注意点 

標準配送業者アルファベットコード  以下のコードを半角大文字で入力 

「OWNJP」 

 お取引先コード（ベンダーコード）を入力する欄ではありません。 
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配送先 FC  貨物を配送する FC（当社配送センター）を選択 

荷姿  パレット納品か、カートン納品（バラ積み）を選択 

【注意】両方積載している場合はパレットを選んでください 

【注意】FBA 出品者様のパレット納品については、セラーセントラルのヘ

ルプページも合わせてご確認ください 

お届け希望日時  希望日時を入力  

 原則、翌日・翌々日の着車まで 

【注意】入力可能な希望日時の詳細、および 3 日後以降の予約

については「CARP 運用ルール説明書」をご参照ください 

荷主名  半角英数字 50文字以内 

【注意】50 字文字を超えた場合は、サイト上ではアポイントメントは 送

信されたように見えますが、実際は送信されておらず無効となります 

 

 必ず半角英数字で入力してください 漢字・ひらがな・カタカナ・全

角英数字不可 

 入力文字数は 1 文字以上（空欄不可 スペースのみは不可） 

配送業者の送り状番号 

*配送業者様の配送伝票番号です 

*ベンダーセントラルで事前出荷通知を送信する場合

は「配送業者の配送伝票番号」に伝票番号を入力

し、同じ伝票番号をご入力ください。 

*EDI にて事前出荷通知(856)を送信する場合に設

定するトラッキング ID（配送業者の伝票番号）と

同じ伝票番号を入力してください 

 半角英数字で入力、スペース不可 

 

 30 字以内（記号 1 文字のみ可） 

 エラーが表示された場合は、本書内の「よくある質問」をご覧ください 

【注意】配送業者の送り状番号を入力するのは、宅配便の配送業者様

に限られます。自社便・チャーター便・共同配送で納品される場合は、出

荷単位番号にご入力ください。 

出荷単位番号  自社便・チャーター便・共同配送で納品される場合には必須です 
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*ベンダーセントラルで事前出荷通知を送信する場合

に入力する「出荷単位番号(BOL)」と同じ文字列を

入力してください 

*セラーセントラルで納品手続き時に入力する「お問い

合わせ番号」を入力してください 

*EDI にて事前出荷通知(856)を送信する場合に設

定するトラッキング ID(BOL 番号)と同じ文字列を入力

してください 

 出荷単位ごとにお取引会社様にて振っていただく一意の番号を入

力してください。出荷単位とは以下の様に分けられます。 

①納品先ごとに分けてください 

例）市川 FC納品分で 1出荷、堺 FC納品分で 1出荷とみ

なします。 

②トラックごとに分けてください 

例）市川 FCへ 2台で納品へ行く場合、1台目のトラックに

載っている貨物を 1出荷、2台目のトラックに載っている貨物を

1出荷とみなします 

番号は、お取引会社様でお使いの管理番号など一意の番号で

あれば、任意の番号をお使いいただけます。番号をお持ちでない

場合には、以下の採番方法をご参考にご入力ください。 

御社名+出荷日+配送先 FC（当社配送センター）コード+車

番号 

の順に入力してください。 

 
例：ABC㈱が 2010年 11月 8 日に市川 FCへ、その日 02 台目のト

ラックで納品 

出荷単位番号は「ABC20101108NRT102」となります。 

 

 半角英数字で入力、スペース不可 

 

 30 字以内 

 

【注意】HND7 への納品については、p.28 をご参照ください 

パレット数  荷姿でパレットを選んだ場合は入力必須です 

 カートン（バラ積み）のみの場合は空白にして下さい 

カートン数  荷姿でカートンを選んだ場合は入力必須です 

 パレットのみで納品する場合は空白にして下さい 

 カートン（バラ積み）のみ、或いはパレットとカートン（バラ積み）

の混載の場合は、カートン数（パレット積みされていないカートンの

み）を入力 
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ユニット数  

*商品点数のことです 

*セット商品の場合、購入者にお届けする単位

が 1 ユニットです 

 入力必須です 

 入力する際は半角英数字で入力して下さい 

 入力がない場合は、アポイントの確定をお断りさせて頂くことがありま

す（宅配便の配送業者様を除く）。 

PO
ピーオー

番号 

*FBA 出品者様は納品手続き番号でも可能で

す 

 

 入力必須です 

 PO 番号を 1 件以上、半角英数字で入力してください 

 全ての番号を入力することも可能です。2 件以上入力する場合は、

スペースまたはコンマで区切って下さい 

 PO 番号が到着する FC は入力する FC と合わせてください 

 完納・キャンセルしている PO 番号は不可（エラーが出ます） 

 FBA 出品者様は、積載する全ての納品手続き番号を入力してくだ

さい 

【注意】PO 番号が不明な場合は荷主様へ確認してください 

 

正しく入力を終えたら確定をクリックしてください。 

ポップアップで、次のメッセージが表示される場合があります。 

Amazon.co.jp ポリシーにより、配送業者の送り状番号、または出荷単位番号を入力する必要があります。配送会社と配

送業者の送り状番号、または出荷単位番号を確認し、入力してください。   

必ず配送業者の送り状番号、または出荷単位番号のいずれかを入力してください。いずれか入力している場合は、「出荷

単位番号を入力せずに続ける」をクリックして下さい。 

 

画面 5: アポイントメントの確認 

入力したデータが正しいかご確認下さい。 
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新規アポイントメントの内容をご確認いただき、確定をクリックしてください。 

 

画面 6: アポイントメント明細 

アポイントメントの明細が表示されます。 
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以上でアポイントメントのリクエストが Amazon へ送信されました。この時点で、FC のドッククラークへアポイントメントのリクエ

ストが届いています。（次のページに続く） 

FC ドッククラークはアポイントメントを確認し、リクエストが確定できましたら、e メールでお知らせいたします。e メールに記載

されているアポイントメント ID を控えていただき、納品時に警備室および当社荷受け担当者へご提示ください。 

 

重要なお知らせ 

リクエスト送信完了は、ポータルですぐに確認できます。ただし、FC がリクエストを確認するまでアポイントメント（搬入日

時）は確定しておりません。アポイントメント確認もしくは日時変更の e メールを受信するまでお待ちください。（e メール

の文例は補足-1,2 をご覧ください） 

なお、e メールに記載のアポイントメント ID は必ずメモを取るなどして控えていただき、FC 入構時に警備室へ、トラック着

車時に FC ドッククラークへお伝え下さい。 

アポイントメントの状態はポータルでご覧いただけます。方法は次のページの”過去のアポイントメントを検索”をご覧ください。 

※配送する FCごと、トラックごとにアポイントメントのリクエストが必要です。 
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※１つの FCへトラック 2台で納品する場合は、新規アポイントメントの送信を 2回行って下さい。 

 

 

 

エラーが表示されたら 

 

もしアポイントメントにエラーがあった場合、エラーメッセージが表示されます。 

データが検証に失敗した場合は、ただちにエラーメッセージで確認できます。たとえば、PO 番号が有効でない場合は、PO 番

号を再確認いただくよう、メッセージが表示されます。正しいリクエストを入力していればエラーメッセージは表示されません。 

エラーメッセージの例、対処方法は補足-2 をご参照ください。 
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一括リクエストを送信 （混載貨物情報の一括アップロード） 

 

1 台のトラックのアポイントメント情報に複数荷主の貨物情報を入力する際、エクセルファイルから一括でデータをアップロー

ドすることができます。 

この機能により、入力作業中のセッション期限切れを防ぎ、より効率良く貨物情報の入力を行うことが可能です。※複数

トラック分のアポイントメントを一括で送信できる機能ではございません。上述の通り配送する FC ごと、トラックごとにアポイ

ントメントの送信が必要です。 

 

ホームにアクセスし、”一括リクエストを送信”をクリックして下さい。次の画面が表示されます。 

 

画面 1:  一括リクエストを送信 
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“ここをクリックして、ファイルをダウンロードしてください”をクリックし、指定のエクセルフォーマットをダウンロードしてください。ファ

イルを開き、各項目へデータを入力してください。 

出荷単位番号は C 列「BOL#」へ入力してください。データの入力が完了しましたら、ファイルを保存してください。 

 

画面 2:エクセルファイルへの入力例 

 

 

キャリアアポイントリクエストポータルの画面に戻り、画面下の”Browse”をクリックし、保存されたファイルを選択して下さ

い。”配送先 FC”、”荷姿”、”お届け希望日時”を選択し、”確定”をクリックして下さい。 

画面 3:  エクセルファイルのアップロード 

  

“確定”をクリックすると、次の画面が表示されます。 

 

 

“配送先 FC”、”荷姿”、”お届け希

望日時”を選択 

“Browse”をクリックし、保存され

たファイルを選択 
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画面 4:アポイントメントの確認 

入力したデータが正しいかご確認下さい。 

 

新規アポイントメントの内容をご確認いただき、確定をクリックしてください。 

※この時、エラーメッセージが表示された場合は補足-3 をご参照下さい。データを再入力する際は、入力画面へ直接入力

するか、アップロードしたエクセルファイルを修正し、再度ファイルをアップロードして下さい。 

この後、アポイントメントの明細が表示され、アポイントメントが送信されます。 
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過去のアポイントメントを検索 

 

これまでのアポイントメントは、 “過去のアポイントメントを検索”からご覧いただけます。 

この検索機能で、これまでリクエストしたアポイントメントをご確認いただけ、過去のアポイントメントの詳細についてもご覧い

ただくことが可能です。 

ホームにアクセスし、“過去のアポイントメントを検索”をクリックして下さい。次の画面が表示されます。 

 

画面 1:  過去のアポイントメントを検索 

 

 

必要事項を入力し検索することで、次のように、アポイントメントの一覧が表示されます。 

画面 2:アポイントメントの検索結果 
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確定していないアポイントメントの状態もご覧いただけます。 

アポイントメントの状態が“保留中”の場合は、まだ FC でアポイントメントが確認されていません。FC が運送会社様のアポイ

ントメントを受けると、表示が“確認済み”へと変わります。 

”確認済み”になっていないアポイントメントは、まだ搬入日時が確定していません。 

 

 

アポイントメント情報の修正・キャンセルリクエストの送信 
 

送信済みのアポイントメントリクエストを修正又はキャンセルしたい場合、アポイントメントの受付締切時間（毎日 13

時）までの間、「過去のアポイントメントの検索」メニューからアポイントメント情報を修正又はキャンセルすることができます。 

※アポイントメント締切時間の詳細については別紙「CARP 運用ルール説明書」をご参照ください。 

※締切時間を過ぎてしまった場合は、アポイントメントの確定処理が開始されるため、修正およびキャンセルの受け付け

ができない、あるいは有効にならない可能性がありますので、必ず該当 FC へメール又は電話にてご連絡頂けますようご

協力のほどお願いいたします。連絡先につきましては、「CARP 運用ルール説明書」をご参照ください。 

 

ホームにアクセスし、“過去のアポイントメントを検索”をクリックして下さい。次の画面が表示されます。 

画面 1:  過去のアポイントメントを検索 
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必要事項を入力し検索することで、次のように、アポイントメントの一覧が表示されます。 

画面 2:アポイントメントの検索結果 

 

 

【アポイントメントの修正】 

アポイントメントの内容を修正する場合は該当するリクエスト ID の『編集』ボタンをクリックしてください。アポイントメントの

内容が表示されます。 

 

画面 3:アポイントメントの修正 
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下記の項目を修正することが可能です。 

 荷姿 

 お届け希望日時 

 荷主名 

 配送業者の送り状番号・出荷単位番号 

 パレット数 

 カートン数 

 ユニット数 

 PO番号 

 

修正が完了しましたら、「Reason」と「リクエスト者コメント」へ変更理由をご記入いただき、確定ボタンをクリックしてくださ

い。 
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この後、アポイントメントの確認画面へ移りますので、内容をご確認いただき、確定ボタンをクリックしてください。修正のリク

エストが Amazonへ送信されますので、リクエスト受付完了次第 e メールでお知らせいたします。 

 

【アポイントメントのキャンセル】 

アポイントメントをキャンセルする場合は、アポイントメントの検索画面で該当するリクエスト ID の『キャンセル』ボタンをクリッ

クしてください。選択したアポイントメントの内容が表示されます。 

 

画面 4:アポイントメントのキャンセル 

 

選択したアポイントメントに間違いがなければ、「キャンセルの理由」と「リクエスト者コメント」欄にご記入いただき、確定ボタ

ンをクリックしてください。 

この後、アポイントメントの確認画面に移りますので、内容をご確認いただき、確定ボタンをクリックしてください。キャンセル

のリクエストが Amazonへ送信されますので、キャンセル処理が完了次第 e メールでお知らせいたします。 
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補足 

 

補足 -1: アポイントメント確認メールの文例 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
 

OWNJPの Onozaki Ken様、 

 

Amazon.co.jpの NRT1 FC宛ての下記の貨物について、搬入指定日時 2014-11-28 14:00でアポイントが確認

されました。必ずこの時間に搬入開始するようお願いします。 

アポイントメント IDは 30422356です。搬入の際に必要な番号ですのでお手元にお控えください。 

 

ご質問がある場合やヘルプが必要な場合は、このメールの全員に返信してください。ありがとうござい

ました。 

 

アポイントメントの内容  

 

   配送先 FC: NRT1 

   アポイントメント ID: 30422356 

 

   搬入指定日時: 2014-11-28 14:00 

   ドックドア: 32 
 

   トレーラー番号: 54345678 

 

   貨物情報 

    トラッキング番号(PRO number): KIJ20141128NRT01 

    パレット数(Pallet count): 0 

    カートン数(Carton count): 150 

    PO番号(PO number): 5DNPAOBG 
 

    トラッキング番号(PRO number): HRK20141128NRT01 

    パレット数(Pallet count): 0 

    カートン数(Carton count): 120 

    PO番号(PO number): 55XRY2BY 
 
Amazon.co.jp 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
 

OWNJPの Onozaki Ken様、 

 

Amazon.co.jpの KIZ1 FC宛ての貨物で、2014-11-28 14:00に搬入予定のアポイントメント ID 30422356の搬

入指定日時が変更されました。詳細については、下記をご覧ください。 

新しいアポイントメント IDは 30422356、搬入指定日時は 2014-11-28 15:00です。 

 

ご質問がある場合やヘルプが必要な場合は、このメールの全員に返信してください。ありがとうござい

ました。 

 

アポイントメントの内容  

 

   配送先 FC: KIX1 

   アポイントメント ID: 30422356 

 

   搬入指定日時: 2014-11-28 15:00 

   ドックドア: 28 

 

   トレーラー番号: 54345678 
 

   貨物情報 

    トラッキング番号(PRO number): KIJ20141128NRT01 

    パレット数(Pallet count): 0 

    カートン数(Carton count): 150 

    PO番号(PO number): 5DNPAOBG 
 

    トラッキング番号(PRO number): HRK20141128NRT01 

    パレット数(Pallet count): 0 

    カートン数(Carton count): 120 

    PO番号(PO number): 55XRY2BY 

 
 
Amazon.co.jp 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
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補足 -2: エラーメッセージと対処方法 

 

エラーメッセージ１: 黄色で表示された貨物情報が Amazon.co.jp 宛て貨物として確認できません。送信前に、貨物の

PO番号を再確認してください（PO番号は半角英数字で入力し、複数ある場合は , で区切ります）。警告: このアポイ

ントメントを送信するには、ページの一番下にある 送信 ボタンをクリックしてください。 

PO番号に誤りがないかご確認いただき、誤りがなければそのまま送信してください。 

 

エラーメッセージ２:  PO 番号 'P1234567' が認識できません。 荷主に問い合わせて、PO 番号が正しいかどうかを確認し

てください。 

 PO 番号を再確認いただき、相違なければ、発送元のお取引様に正しい PO 番号を確認し入力して下さい。 

 

エラーメッセージ３:  PO 番号 'R1111111' はクローズしています。 

 PO 番号を再確認いただき、相違なければ、発送元のお取引様に正しい PO 番号を確認し入力して下さい。 

 

エラーメッセージ 4:  PO 番号' M2222222'は 'NRT1 FC 宛ての貨物です。 

納品先 FC が当社の記録と異なっている場合に表示されます。発送元のお取引様に正しい納品先をご確認ください。 
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よくある質問 

 

アカウント IDはいつ登録されますか 

最大で３営業日程度かかりますので、登録完了まで今しばらくお待ちいただけますようお願い致します。アカウント登録が

完了しましたら、英語と日本語の E メールが自動送信されますのでご確認ください。 

 

アポイントメントリクエストの修正又はキャンセルする方法が分かりません 

送信済みのアポイントメントリクエストの修正又はキャンセルをご希望の場合、アポイントメントの受付締切時間（毎日

13:00）までの間、CARPシステムの「過去のアポイントメントの検索」メニューからアポイントメント情報を修正又はキャンセ

ルすることができます。締切時間を過ぎてしまった場合は、リクエストの受け付けはできませんので、必ず該当 FC（当社配

送センター）へメール又は電話にてご連絡頂けますようお願い致します。ご連絡の際は、アポイントメント IDをお伝えくださ

い。 

連絡先につきましては、「CARP運用ルール説明書」をご参照ください。 

 

 

アポイントメントを申請しようとすると、POのエラーメッセージが表示されます 

エラーメッセージの例 

 PO番号 '（入力された PO番号）' が認識できません。 荷主に問い合わせて、PO番号が正しいかど

うかを確認してください。 

 PO番号 '（入力された PO番号）' はクローズしています。 

 PO番号' （入力された PO番号）'は '（配送先） FC宛ての貨物です。 

 PO番号'（入力された PO番号）'は未確認です 

 

 



 

27   

 

 

取引先様がベンダーセントラルや EDIなどで確認していない PO、すでに荷受けが完了している・キャンセルになっているな

どで使用できない PO、当社からの発注と実際に配送されようとしている FC（当社配送センター）が異なっている POで

は、アポイントメントをお取りできず、貨物を荷受けすることができません。取引先のご担当者様へご確認いただき、有効な

PO番号をご入力いただきますようお願いいたします。 

なお、PO番号は、半角の英数字のみ対応しております。全角で入力いただくとエラーとなりますのでご注意ください。 

 

アポイントメントを申請しようとすると、入力していない POが自動的に挿入されてしまいます 

 

入力いただいた配送業者の送り状番号または出荷単位番号が誤っている、すでに御社または他社にて使用された配送

業者の送り状番号である、もしくは、事前出荷通知のデータが誤っています。 

こうした場合は、配送業者の送り状番号または出荷単位番号に誤りがないか再度ご確認をお願いいたします。誤りがな

いようでしたら、次の方法で新規アポイントメントの送信をお願いいたします。 

 

配送業者の送り状番号か出荷単位番号に半角英数字で貴社名+出荷日+配送先 FC（当社配送センター）コード+

車両号車の順に入力してください。 

ZZZZZyyyymmddFCxx（ZZZZZに取引先様名（荷主名）、yyyymmddに出荷年月日、FCに配送先 FC、xxに

車両号車を入力） 

例：ABC20101108NRT102 ABC株式会社が 2010年 11月 8日に市川 FCへ、その日 02台目のトラックで納品 

 

*配送先 FCのコードは、市川は NRT1, 八千代は NRT2, 川越は NRT5,堺は KIX1, 大東は KIX2, 多治見は NGO2,  狭山は HND2, 川島は

HND3鳥栖は HSG1、小田原は FSZ1、小田原パントリーは FSZ8、大田は HND4です。 

*連続して英数字を設定してください。間に,/+-などの記号は入れないでください 

 

アポイントメントを申請しようとすると、「配達日が無効です」とエラーメッセージが表示されます。 

 

入力された納品希望日に誤りがあります。再度お確かめになり、正しい日時をご入力ください。 

免責事項：Amazon.com, Inc. またはそのアフィリエート（「Amazon」）は、Amazon への納品に関する発送予

約をスケジュールする目的でのみこのウェブサイトを管理します。ユーザーは、このウェブサイトをほかの目

的で使用しないことに同意するものとします。予定される納品は、Amazon への法的な義務拘束を形成する

ものではないため、この予約に完全に依存しないでください。Amazon では、このような依存について、責務

や責任は負わないものとします。Amazon は、いつでも予約をキャンセルする権利を有します。このウェブサ

イトは、「そのままの状態」で提供されており、Amazon は、このウェブサイトに含まれているすべての情報ま

たはウェブサイトの操作について、明示または暗示にかかわらず、何ら保証したり、代表したりすることはあ

りません。このウェブサイトを通した Amazon またはその傘下企業とのコミュニケーションは、このような通知
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が法律、規則、規制によって必要である場合でも、法的な通知を形成するものではなく、どのような目的に

おいても、このようなコミュニケーションは機密であると見なされます。Amazon は、このウェブサイトに含ま

れているすべての情報、コンテンツ、サービスに関して、どのような申し立て、損失、要求、損害の責任を否

認します。これには、直接的、間接的、偶発的、必然的な損失、損害、補償の損害、収益やデータの損失な

どを含むがこれらに制限されることはありません。 
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HND7(フレッシュ)の入力ルール 

 

温度帯の入力 

HND7(フレッシュ)では、温度帯毎に荷卸し場所が異なるため、CARP 予約を行う際の貨物情報入力において、下記の

手順を追加させていただきます。 

 

荷主名の入力時に、荷主様名の後ろに温度帯を表すアルファベット（A = 常温、C＝冷蔵、F＝冷凍）をご記載くださ

い。（半角英字） 

例： Amazon 食品が常温の荷卸し場所を予約する場合は、Amazon-A と入力。 

   Amazon 食品が冷蔵の荷卸し場所を予約する場合は、Amazon-C と入力。 

   Amazon 食品が冷凍の荷卸し場所を予約する場合は、Amazon-F と入力。 

 

同じトラックで複数温度帯を納品する場合は、温度帯毎に貨物 ID を分けてご記載ください。 

例： Amazon 食品が、同じトラックで常温とチルドの荷卸し場所を予約する場合 

   ID1 に常温商品の情報を入力。荷主名は、Amazon-A と入力。 

   ID２にチルド商品の情報を入力。荷主名は、Amazon-C と入力。 

 

出荷単位番号も貨物 ID と同様、温度帯毎 (常温、冷蔵、冷凍) に入力をお願いいたします。出荷単位

番号の採番については、後述する「出荷単位番号(BOL)の採番方法」をご参照願います。 
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HND6 HND7 混載の場合の対応 

HND6 (メトロ) と HND7 (フレッシュ) への納品を 1 台のトラックに混載する場合は、HND6 (メトロ) と HND7 (フレッシ

ュ)、それぞれに対して予約が必要となります。 

その際は、HND7 (フレッシュ)の CARP 予約を s 行う際の荷主入力において、荷主様名の前に、目印として M をご記載く

ださい。 

例：Amazon 食品が HND6 と HND7（常温）への納品を 1 台のトラックに混載する場合、荷主名は M-Amazon-A

と入力。 

注意: この場合、HND6 納入に関する CARP 予約についても、荷主様名の前に M を記載願います 

 

出荷単位番号 (BOL) の採番方法 

 

出荷単位番号とは、納品予約 (車単位) と、出荷時に入力する事前出荷通知 (出荷情報 = 荷物単位) を

紐付ける Key番号です。この番号は各荷主様それぞれが車単位で採番していただく必要がございます。  

 

過去または他社で使用した番号は再度使用できないというシステム上の制約がございますので、以下の番号ル

ールを各社様に適用いただく事を推奨しております。  

 

当日日付 (YYYYMMDD) + 入荷 FCの ID (４桁の FC コード) + 枝番号２桁 (同日に複数車両が納品され

た場合の予備) + Vendor コード (５桁) + 温度帯記号 (a = 常温、c = 冷蔵、f = 冷凍) 

 

配送先コード センター名 所在地 連絡先 メールアドレス 荷受け (日) 荷受け (夜) 

HND7 

高津 

フレッシュ 

センター 

神奈川県川崎市 

高津区北見方 
3-14-1 

070-
3196- 
9655 

hnd7-inbound-
info 
@amazon.com  8:00 - 17:00 

21:00 - 
6:00 

 
  

mailto:hnd7-inbound-info@amazon.com
mailto:hnd7-inbound-info@amazon.com
mailto:hnd7-inbound-info@amazon.com
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納品先センター/取扱い商材一覧 

  納品先センター/取扱い商材一覧
2017.12.5更新

配送先コー

ド
センター名 所在地　※1 電話番号 メールアドレス 日中荷受け時間

夜間納品対応

*2
取扱商材 納品予約方法

NRT1 市川センター
〒272-0193

千葉県市川市塩浜 2-13-1
080-3028-3834 nrt1-inbound-info@amazon.com

AM8:00～PM5:00　　

※最終受付PM4:00
PM9:00~AM6:00 ソータブル CARP予約

NRT2 八千代センター
〒276-8525

千葉県八千代市上高野 2036
080-3504-8348 nrt2-inbound-info@amazon.com

AM8:00～PM6:00　　

※最終受付PM5:00

繁忙期のみ

PM9:00~AM5:00
ノンソータブル CARP予約

NRT5 川越センター
〒350-1182

埼玉県川越市南台1-10-15
080-4347-3082  nrt5-inbound-dock@amazon.com

AM8:00～PM6:00　　

※最終受付PM5:00
― ファッション CARP予約

HND2 狭山センター
〒350-1301

埼玉県狭山市青柳915
0429-68-0130 hnd2-inbound@amazon.com

AM8:00～PM4:30

 ※最終受付PM3:30
―

取扱い制限品

（ソータブル）
CARP予約

HND3 川島センター
〒350-0195

埼玉県比企郡川島町かわじま2-1-1
070-1203-8284 hnd3-inbound-info@amazon.com

AM8:00～PM6:00

※PM12:00-

PM1:00は休憩時間　　

※最終受付PM5:00

PM9:00~AM6:00 ノンソータブル CARP予約

HND4 大田センター
〒143-8509

東京都大田区平和島2-1-1
080-4943-9844 hnd4-inbound-info@amazon.com

AM7:45~PM5:00 

※最終受付PM4:45 
― ソータブル CARP予約

HND6 川崎センター
〒213-8516 

神奈川県川崎市高津区北見方3丁目14-1
070-3160-1838 hnd6-inbound-info@amazon.com

AM8:00～PM6:00　　

※最終受付PM5:00
PM7:00~AM6:00 ソータブル CARP予約

HND7
川崎センター フレッシュ

センター

〒213-0005

神奈川県川崎市高津区北見方3丁目14-1
070-3196-9655 hnd7-inbound-info@amazon.com

AM8:00～PM5:00　　

最終受付 PM4:45
PM9:00~AM6:00 食品 CARP予約

FSZ1 小田原センター
〒250-8560

神奈川県小田原市扇町 4-5-1
080-4788-6865 fsz1-inbound-info@amazon.com

AM7:00~PM18:00

※AM7:00~AM8:00は

早朝納品をお約束したトラ

ックのみ 

※最終受付 PM5:00

PM9:00~AM6:00 ソータブル CARP予約

FSZ8 小田原センター パントリー
〒250-0001

神奈川県小田原市扇町4-5-1 
0465-87-9939 fsz8-inbound-info@amazon.com

AM9:00～PM6:00　　

※最終受付PM5:00
―

パントリー

(ソータブル)
CARP予約

NGO2 多治見センター
〒507-8585

岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-36
080-4667-5489 ngo2-inbound-info@amazon.com

AM8:00～PM5:00

※PM12:15-

PM1:00は休憩時間　　

※最終受付PM4:00

PM8:00~AM6:00
ソータブル

ファッション
CARP予約

KIX1 堺センター
〒590-8589

大阪府堺市堺区築港八幡町 138-7
080-4341-3127 kix1-inbound-info@amazon.com

AM8:00～PM5:00

※PM12:00-

PM1:00は休憩時間　　

※最終受付PM4:00

PM10:00~AM6:00
ソータブル

ファッション
CARP予約

KIX2 大東センター
〒574-8531

大阪府大東市緑ヶ丘2-1-1
080-4341-3136 kix2-inbound-info@amazon.com

AM8:15～PM5:00 

※PM1:00-

2:00は休憩時間

※最終受付PM4:00

― ノンソータブル CARP予約

KIX4 藤井寺センター
〒583-8533

大阪府藤井寺市津堂４－４３５
070-1391-0982 kix4-inbound-info@amazon.com

AM8:00～PM5:00　　

※最終受付PM4:00
―

ソータブル

ファッション
CARP予約

UKB1 西宮センター
〒663-8601

兵庫県西宮市鳴尾浜1-20-2
070-3178-4953 ukb1-inbound-info@amazon.com

AM8:00～PM5:00　　

※PM12:00-

PM1:00は休憩時間

※最終受付PM4:00

― ソータブル CARP予約

OKJ1 岡山センター
〒719-1196

岡山県総社市長良4-1
070-1289-5529 okj1-inbound-info@amazon.com

AM7:00～PM5:00 

※日曜日はAM8:00-

PM5:00

※最終受付PM4:00

― ソータブル CARP予約

HSG1 鳥栖センター
〒841-8505

佐賀県鳥栖市弥生が丘3-1-3
070-1259-3206 hsg1-inbound-info@amazon.com

AM7:00～PM5:00 

※最終受付PM4:00 PM8:00~AM6:00
ソータブル

ノンソータブル
CARP予約

＊1 記載の郵便番号は「事業所の個別郵便番号」となっているため、必ずしもその地域の郵便番号と一致するわけではございません。

＊2 夜間納品をお約束しているお取引先様のみ可能です（センターにより対応可能な曜日が異なります）
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  配送先コー

ド
センター名 所在地　※1 電話番号 メールアドレス 日中荷受け時間

夜間納品対応

*2
取扱商材 納品予約方法

UKB1 西宮センター
〒663-8601

兵庫県西宮市鳴尾浜1-20-2
070-3178-4953 ukb1-inbound-info@amazon.com

AM8:00～PM5:00　　

※PM12:00-

PM1:00は休憩時間

※最終受付PM4:00

― ソータブル CARP予約

TPF1
ナカノ商会神戸灘浜物流セ

ンター

〒657-0853

兵庫県神戸市灘区灘浜町2-

1　神戸みなと倉庫ナカノ商会　神戸第２セン

ター（アマゾンVF：TPF1)

078-806-1050 tpf1-ops@amazon.com
AM9:00～PM4:00　　

※最終受付PM3:00
― ノンソータブル CARP予約

TPF2
GLP吉見　ニチロジ吉見倉

庫

〒355-0157

埼玉県比企郡吉見町西吉見 484 -

3ニチロジ吉見センター（アマゾンVF：TPF2

）

049-354-3110 tpf2-ops@amazon.com

AM8:30～PM5:00  

※最終受付PM4:00 ― ノンソータブル CARP予約

VJFA

VF 

ナカノ商会柏支店千葉ニュ

ータウン物流センター

〒270-1369

千葉県印西市鹿黒南5丁目3番1  

グットマンビジネスパークイースト3F 

（アマゾンVF：VJFA)

090-8685-6901 vjfa-inbound-appt@amazon.co.jp
AM8:00～PM5:00　　

※最終受付PM4:00

PM5:00~PM6:00

※繁忙期のみ
ノンソータブル CARP予約

VJMX VF 医薬

〒135-0043

東京都江東区塩浜2-4-

3SBSロジコム株式会社 

深川流通センター（アマゾンVF：VJMX)

03-5634-3250 vjmx-inbd-appt@amazon.com
AM8:00～PM3:00　　

※最終受付PM2:00
― ソータブル CARP予約

TPF3 Landport高槻

〒569-0823 

大阪府高槻市芝生町1-52-2(3/4F)

（アマゾンVF：TPF3)

072-679-1501 tpf3-ops@amazon.com
AM9:00～PM6:00　　

※最終受付PM5:00
― ノンソータブル CARP予約

TPF4

Mitsui Fudosan 

Logistics Park 

INAZAWA

〒492-8224 

愛知県稲沢市奥田大沢町2-1

（アマゾンVF：TPF4)

0587-96-7370 tpf4-ops@amazon.com
AM9:00～PM6:00　　

※最終受付PM5:00
― ノンソータブル CARP予約

TPF5 SGリアルティ柏A棟 4階

〒277-0804

千葉県柏市新十余二13-

1　アマゾン柏フルフィルメントセンター（アマゾン

VF：TPF5)

04-7138-6238 tpf5-ops@amazon.com
AM8:00～PM5:00　　

※最終受付PM4:00
― ソータブル CARP予約



 

33   

 

 

改訂履歴 

V2.0--2010/11/08-日本語版初版 

V2.1--2010/11/13—詳細追加 

V2.2--2011/03/31-改訂履歴追加、NGO1(常滑 FC)ドック連絡先追加 

V2.3--2011/07/25-トラッキング番号内容追記、NGO1(常滑 FC)ドック連絡先変更 

V2.4--2011/08/19-アポイントメントの変更方法詳細追記 

V2.5--2011/10/01-HND2 の連絡先追加 

V2.6--2011/10/17-HND3 の連絡先追加 

V2.7--2011/10/24-「新規アポイントメントの送信」で入力項目説明追加、「補足 -1: 注意点と禁止事項」を削除し

運用ルール関連は別文書「CARP運用ルールの説明書」に移動 

V2.8--2012/1/13-「新規アポイントメントの送信」の項目「パレット」「カートン」を修正 

V2.9--2012/5/25-「一括リクエストを送信」の項目を追加 

V3.0--2012/9/5-「アポイントメント情報の修正・キャンセルリクエストの送信」の項目を追加 

V3.1--2012/10/10-「新しいアカウントの要求」の登録完了までの日数を「３営業日」に変更 

V3.2--2013/2/8-「標準配送業者アルファベットコード」の項目に特定運送会社様を追加 

V3.3--2013/5/13-「よくある質問」を追加 

V3.4—2013/5/29-配送先 FCのコードから HND1 と NGO1 を削除 

V3.5—2013/7/21-予約締切時間の変更 

            ユニット数入力ない場合アポイント確定をお断りする場合がある旨追記 

V3.6—2014/11/9-入力項目の文言変更 

            「配送業者の送り状番号」と「出荷単位番号」の説明を追加 

V3.7-2015/10/16- FSZ8/HND4 の連絡先追加、 予約完了、納品までの流れを追加 

V3.8-2016/1/15- 「よくある質問」を追加 

V3.9-2016/09/08- UKB1（西宮センター）の連絡先を追加 
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V4.0-2016/12/19- アカウント申請アドレスの変更 

V4.1-2017/04/03- OKJ1（岡山センター）の連絡先を追加 

V4.2-2017/05/24- VJFA(アマゾン VJFA)の住所情報修正 

V4.3-2017/06/22- HND7 (フレッシュ)の納品方法を追加 

V4.4-2017/07/07- KIX4/HND8 の連絡先追加 

V4.5-2017/07/08- TPF3/TPF4 の連絡先追加 

V4.6-2017/07/08- VJNA の電話番号修正、TPF3 の住所修正 

V4.7-2017/07/09- HND8/TPF3/TPF4 の電話番号追加、TPF5 連絡先追加 

V4.8-2017/07/09- KIX4/TPF5 の電話番号追加 

V4.9-2017/10/12- 新規 CARP Account 作成時に送信される E-Mail のサンプルを追加、納品先センター/取扱

い商材一覧更新 

V5.0-2017/11/05- TPF5 の電話番号修正 

V5.0-2017/11/19- フルフィルメントセンター一覧更新 

V6.0-2017/11/28- 運用関連の内容を「CARP 運用ルール説明書」へ移行 

     アポイントメント送信時「希望日時」にルールを追記 

V6.1-2017/12/05- 納品先センター/取り扱い一覧を最新情報に更新 

 

 


