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・フルフィルメント by Amazon サービス概要（以下、「当資料」）は参考資料
としてご利用ください。フルフィルメント by Amazon（以下、「FBA」）サービ
スの利用に際しては、FBAサービス利用に際してご同意いただくAmazonサービス
ビジネスソリューション契約の契約内容をご確認ください。
・複製、無断転載を禁止します。
Amazon、Amazon.com、Amazon.co.jp、フルフィルメントby Amazon、
Merchants@amazon.co.jp、Amazon マーケットプレイス、セラーセントラル、
Amazon プライムおよびAmazon.de、Amazon.ca、Amazon.co.uk、
Amazon.fr、 Amazon.cn、Amazon.it、Amazon.es のロゴは、Amazon.com,
Inc.
またはその関連会社の商標です。その他のブランド、製品名、会社名、商標、サ
ービスマークは各社の所有物です。

本資料に記載の内容は2014年4月1日現在のものです。

サービス内容、およびインターネットサイト上の表示等は変更となることが
ございますのでご了承ください。

フルフィルメント by Amazon(以下FBA)とは?
FBAはAmazon.co.jpで販売される商品の競争力を強力にバックアップするサービスです。
Amazonにてご販売いただいている出品者様がFBAをお使いいただけます。

Amazonが貴社の商品の保管・注文処理・出荷代行を行います
 商品をAmazonへ送るだけで、その後の保管・発送はAmazonが全て対応します。
 日々の注文対応、個別発送対応、カスタマー対応などの業務負荷を軽減します。

Amazonの先進的な物流機能を活用し、売上アップ
 Amazonは膨大な注文に対する商品保管・出荷のノウハウを蓄積してきました。
購入者へ商品を素早く確実に届けることができます。
 Amazonは全品の通常配送料無料(*1) で貴社の売上向上に貢献します。
 「当日お急ぎ便」、「お急ぎ便」(*2)や年中無休配送など、お客様の利便性が向上するサービスもご
活用頂けます。

FBA利用者アンケートの結果

86.4％のご利用者が「FBAを利用後に売上が向上した」と回答しています。
アンケート実施：2014年2月 アマゾン ジャパン株式会社

(*1) 出品者様が販売・発送する商品、特別配送商品、「通常配送」または「コンビニ受取」以外の配送方法（お急ぎ便、当日お急ぎ便、国外配送）、代金引換の代引手数料などは対象外です。
(*2) 「当日お急ぎ便」は注文確定当日に、「お急ぎ便」は注文確定翌日から3日後までに商品をお届けする配送方法です。
お届け先、注文時間帯、商品によって、「当日お急ぎ便」が表示される場合と、「お急ぎ便」が表示される場合があります。
尚、地域により「当日お急ぎ便」 「お急ぎ便」の対象外地域があります。
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FBAのメリット
FBAを利用することで、出品者様はもちろん購入者にとってもさまざまなメリットが生まれます。
購入率アップ
☑
☑
☑
☑
☑
☑

「通常配送料無料」に対応
「当日お急ぎ便」 「お急ぎ便」 (※1)に対応
受注・出荷は365日対応（盆・年末年始もOK）
「Amazon プライム (※2) 」会員サービスに対応
代引き決済やコンビニ払いでの購入対応(※3)
「お届け日時指定便」配送に対応
作業負荷の削減

お客様重視の
サービスが充実。

Amazon に
任せれば楽！

☑ 商品を個別に梱包し、出荷する手間を削減
☑ ギフトラッピング(※4) ・メッセージは追加費用なしで対応
☑ カスタマーサービス、返品受付はAmazon が対応
コスト削減！

配送・保管コストを効率化
☑ 配送代行手数料は送料込で全国一律（地方や離島も含む）
※配送代行手数料には全国送料に加え、受注・出荷作業・梱包資材・カスタマーサービス費用も含んでおります

☑ 在庫保管手数料は固定費ではなく商品体積と保管日数に応じた料金設定

(※1) 「当日お急ぎ便」は注文確定当日に、「お急ぎ便」は注文確定翌日から3日後までに商品をお届けする配送方法です。
お届け先、注文時間帯、商品によって、「当日お急ぎ便」が表示される場合と、「お急ぎ便」が表示される場合があります。
尚、地域により「当日お急ぎ便」 「お急ぎ便」の対象外地域があります。常滑フルフィルメントセンターから配送される商品は「当日お急ぎ便」の対象外となります。
(※2) 「Amazon プライム」・・・ 年会費をお支払いいただければ「当日お急ぎ便」、「お急ぎ便」、「日時指定便」を無制限にご利用できる会員制プログラムです。
(※3) 一部出品者様では、出品者様出荷にて代引き決済、コンビニ払いをご利用いただけます。（利用には一定条件や手続きがあります。）
(※4) ギフトラッピングはAmazonが大きさや形状に応じて1点ずつ個別にギフトラッピングすることも可能です。
ギフトラッピングはAmazon仕様になります。メッセージがある場合、印刷されたメッセージカードと一緒にラッピングされた商品をお届けします。
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FBAを利用した商品の流れ
FBA利用時に出品者様の納品した商品がどのように購入者
へ届けられるのかご案内します。

1

Amazonの倉庫へ納品

商品受取

7

注文した日に
商品到着！ (※3)

購入者

出品者様

6

(※1)

Amazon

各商品にラベルを
貼って送るだけ
（※１）

2

ピッキング・梱包・配送
注文・決済処理
ギフトラッピング
もお任せください (※2)

出品者様

365日稼働中

商品受領

Amazon

注文・決済処理

商品が売れるまで
Amazonの倉庫で
大切に保管します

丁寧に
迅速に！

5

Amazon

通常配送無料

注文

3

販売開始

Amazon

4
購入者

当日配達

(※3)

ギフト (※2)
ラッピングOK！

(※1) 発送時には商品に貼るラベルに加え「配送ラベル」が必要です。納品に関する詳細は4ページをご参照ください。

(※2) ギフトラッピングはAmazon仕様になります。メッセージがある場合、印刷されたメッセージカードと一緒にラッピングされた商品をお届けします。詳細は2ページをご参照ください。
(※3) 「当日お急ぎ便」 を使用した場合です。詳細は2ページをご参照ください。
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FBAを利用した業務の流れ
出品者様の業務範囲はAmazon.co.jp に出品、納品手続き、Amazonの倉庫への送付までとなりま
す。そこから先の受注、ピッキング、梱包、出荷、返品対応までAmazonが代行します。

１

商品選定
FBA対象商品の選定 （※1）

2

FBAを利用する商品を「出品者から出荷」
から「Amazonから出荷」に変換
セラーセントラルの在庫（出品）管理画面で
FBA対象商品を変換 （※2）
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セラーセントラルFBA管理画面▲

A 商品ラべル：商品１つごとに貼付 （※3）
B 配送ラベル：輸送箱の外側に貼付

納品手続き
セラーセントラルの管理画面から2種類
（右の A B ）の必要書類に添付し梱包
A

4

Amazonの倉庫へ納品・出荷

Amazon指定の配送業者を利用して納品

C

（※1）

FBAのご利用は、Amazon出品サービスに出品している商品に限ります

（※2）

FBAのオンライン契約の締結が必要です。契約内容を一読いただいた後に同意ボタンで締結いただく流れとなっています。）

（※3）

一部の商品については、新品かつJAN管理が可能な商品であれば商品ラベルが不要です。この場合、Amazonや他社との混合在庫品となります。

4

FBA利用時の商品ページ
FBA 商品が最上位のショッピングカートを獲得時、以下のようにAmazonの配送サービス条件が表示されます。
これらにより購入率アップが期待できます。
通常のページ例
14,174

出品者A

「ショッピングカートボックス」の獲得率UP

FBA利用時のページ例

※ショッピングカートボックス獲得については次のページを参照ください

「国内配送料無料」（※1）

14,174

「最短お届け日の表示」
出品者A

「Amazon.co.jpが発送」

（※1）FBAを利用すると自動的に「国内配送料無料」に切り替わります
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ショッピングカートボックスの上位獲得について
ショッピングカートボックスの獲得はパフォーマンスデータにより、総合的にシステムが判断し決定をしています。
パフォーマンスデータとは出品者様が出品する商品の販売条件や販売実績をデータ化したもので、FBAを利用する事
で販売条件が機能的に良くなり、カートで上位獲得の可能性が高まります。
結果、商品の大幅な露出拡大・販売増加に大きく寄与します。
ショッピングカートボックス

出品者A
出品者B

購入者にとって最も条件の良い出品者様を表示します

ポイント

出品者C

パフォーマンスデータ・FBAの効果は下記が中心となります

【FBAの効果例】
【パフォーマンスデータ】
> 送料無料により価格競争力アップ
☑ 販売価格
> 質の高い配送による高評価の獲得
☑ カスタマー評価を含む顧客満足度
☑ 販売可能な在庫の数
> 高い配送スピードによる競合差別化
☑ 出荷までに要する日数
☑ Amazon.co.jpでの出品期間と取引件数
・ショッピングカートボックス獲得の判断基準は上記の事項に限定されるものではありません。また、常に改良または変更される可能性があります。
・出品形態が「大口出品」であることが前提となります。「小口出品」の場合はショッピングカートボックスを獲得できません。
・本・ミュージック・DVD・ブルーレイ・VHS商品はショッピングカートボックスを獲得することができません。ただし、FBAを利用して出荷するミュージック・DVD・ブルーレイ・VHSの商品に限
り、要件を満たした場合にショッピングカートボックスを獲得する資格が与えられます。
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FBA利用時の出品者一覧ページ
出品者一覧ページ例

プライムの対象商品のみの
検索機能に対応

出品者A

検索結果ページ例

配送サービスの条件が表示

プライムの対象商品に

プライムの対象商品に

出品者B

ポイント
☑ 「Amazonプライム 」会員サービスに対応します
☑ ショッピングカートボックスの順位付けの際、FBA商品は上位表示が期待できます（詳細は6ページ参照）
☑ Amazon 配送のサービス条件も表示され、露出強化、購入機会の増加が期待できます
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FBAを利用した成功事例
FBA を効果的に利用された出品者様の事例
■課題：
売れ筋商品の大量出荷の手間を省き販売数を増やしたい
■FBAを利用した結果：
FBAを利用する事で、売れ筋商品のショッピングカートボックス獲得率が上昇し、更なる売れ筋商品と
なった。加えて売れ筋商品にかかっていた出荷作業が削減されたことにより、出品数の増加・価格の見
直しなど商品販売への注力が可能となったため、全体の売上・販売個数が増加した。

1カ月

2カ月

3カ月

4カ月

5カ月

6カ月

7カ月

8カ月

9カ月 10カ月 11カ月 12カ月

FBAの利用期間

13カ月

14カ月 15カ月

※2011年12月調べ
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FBA料金体系 ①
FBA手数料は在庫保管手数料と配送代行手数料から算出されます。
配送代行手数料には購入者への全国の配送料金が含まれております（地方や離島も含む）。
在庫保管手数料

配送代行手数料

在庫保管手数料
計算方法：￥8.126 × ｛[商品サイズ（㎠）]｝/ (10cm × 10cm × 10cm) ×[保管日数／当月の日数]
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FBA料金体系 ②
（※1）【大型商品】
外寸： 45×35×20cm以上
重量： 9kgを超える

FBA手数料は在庫保管手数料と配送代行手数料から算出されます。
配送代行手数料には購入者への全国の配送料金が含まれております（地方や離島も含む）。

（※2） 【小型商品】：
外寸： 25×18×2cm以下
重量： 250g以下

（※3） 【高額商品】
商品価格： 45,000円(税込)以上
※大型商品を除く

配送代行手数料

在庫保管手数料

配送代行手数料

メディア以外

メディア

配送代行手数料

（※1）

（本・ミュージック・DVD・ブルーレイ・
VHS・テレビゲーム・ＰＣソフト）
（※2）

小型商品

標準商品

出荷作業手数料
（個数あたり）

¥86

¥86

発送重量手数料2

¥55

（※2）

大型商品

高額商品

小型商品

標準商品

¥76

¥98

¥540

¥0

¥163

0～2㎏： \216
+1㎏：￥6

¥0

¥0

0～2㎏： \76
+1㎏：￥6

（※3）
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FBA商品の販売成立時にかかるコスト (例) ①
メモリーカード
小型商品

ハンドクリーム
標準商品

タブレットケース
標準商品

ストレッチポール
大型商品

カメラ
高額商品（45,000円以上）

カテゴリー：パソコン・周辺機器

カテゴリー：ヘルス＆ビューティ

カテゴリー：パソコン・周辺機器

カテゴリー：スポーツ＆アウトド

カテゴリー：家電・カメラ

商品サイズ：10.8×7×0.2cm

ー
商品サイズ：7.2×7.0×4.2cm

商品サイズ:20.3×24.9×2.3cm

ア

商品サイズ:99×15×15 cm

商品サイズ:16.7×13.3×32.7cm

重量：10g

重量：59 g

重量：222g

重量：834g

重量：1,905g

商品の販売価格 ：\4,600

商品の販売価格 ：\2,700

商品の販売価格 ：\1,200

商品の販売価格 ：\8,500

商品の販売価格 ：\48,000

FBA手数料

FBA手数料

FBA手数料

FBA手数料

FBA手数料

0

在庫保管手数料 ￥ 2

在庫保管手数料 ￥ 9

在庫保管手数料 ￥ 181

在庫保管手数料 ￥ 59

配送代行手数料 ￥ 239

配送代行手数料 ￥314

配送代行手数料 ￥ 314

配送代行手数料 ￥ 540

配送代行手数料 ￥ 0

合計

合計

合計

合計

合計

￥239

￥316

￥323

￥721

￥59

在庫保管手数料 ￥

※商品サイズ・重量は、Amazonの倉庫での実測値となります。
※在庫保管手数料の保管日数は30日間を想定しています。
※上記記載の在庫保管手数料および配送代行手数料は差異がある場合があります。
※商品サイズは実測値と異なることがあります。
※商品の販売時には上記の料金のほかに、Amazon出品サービスの販売手数料が加算されます。（一部商品はカテゴリー成約料等が加算されます。）
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FBA商品の販売成立時にかかるコスト (例) ②
カーナビ
標準商品

ボールペン12色セット

ブラウス
標準商品

標準商品

書籍
標準商品

※メディア

DVD
小型商品

※メディア

カテゴリー：本

カテゴリー：DVD

商品サイズ：12 ×8.5×6.5 cm 商品サイズ:30×33×1.5 cm

商品サイズ:9.9×6.3×2.4cm

商品サイズ:19×1.5×13cm

重量：3,238g

重量：200 g

重量：90g

重量：178g

重量：100g

商品の販売価格 ：\28,000

商品の販売価格 ：\2,963

商品の販売価格 ：\6,825

商品の販売価格 ：\1,260

商品の販売価格 ：\1,700

カテゴリー：カー＆バイク用品

カテゴリー：文房具＆オフィス用

商品サイズ：24×16.2×28.5 cm

品

カテゴリー：アパレル

FBA手数料

FBA手数料

FBA手数料

FBA手数料

FBA手数料

在庫保管手数料 ￥ 90

在庫保管手数料 ￥ 5

在庫保管手数料 ￥ 12

在庫保管手数料 ￥ 1

在庫保管手数料 ￥ 3

配送代行手数料 ￥ 326

配送代行手数料 ￥ 314

配送代行手数料 ￥ 314

配送代行手数料 ￥ 162

配送代行手数料 ￥ 141

合計

合計

合計

合計

合計

￥416

￥319

￥326

￥163

￥144

※商品サイズ・重量は、Amazonの倉庫での実測値となります。
※在庫保管手数料の保管日数は30日間を想定しています。
※上記記載の在庫保管手数料および配送代行手数料は差異がある場合があります。
※商品サイズは実測値と異なることがあります。
※商品の販売時には上記の料金のほかに、Amazon出品サービスの販売手数料が加算されます。（一部商品はカテゴリー成約料等が加算されます。）
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FBA商品の顧客返品時にかかるコスト（ファッションカテゴリーのみ）
ファッションカテゴリーFBA商材における「30日間返品送料無料」の導入
ファッションカテゴリー商材の一部（服・ファッション小物、シューズ、バッグ）につき
ましては、購入者に着心地や履き心地、コーディネート等をお試しいただく機会を提供し、
さらなる信頼関係の構築や購買意欲を促進する目的で、「30日間返品送料無料」を導入さ
せていただきます。（※ジュエリー・ウォッチは該当しません）
購入者が「30日間返品送料無料」を利用し商品を返品される場合、購入者返品作業手数料、
および購入者返品配送手数料を出品者様にご負担いただきます。
購入者返品作業手数料

※下記金額には消費税を含みます。
ファッションカテゴリー商材

購入者返品作業手数料※5
（個数あたり）

小型

標準

大型

¥76

¥98

¥540

購入者返品配送手数料

※下記金額には消費税を含みます。
ファッションカテゴリー商材

購入者返品作業手数料※5
（個数あたり）

小型

標準

大型

¥163

0～2kg：
￥216

¥0

1㎏：￥6

※5．「購入者返品作業手数料」、「購入者返品配送手数料」はファッションカテゴリー商材（服、ファッション小物、シューズ、バッグ類）について、購入者が
「30日間返品送料無料」を利用し商品を返品される場合に課金される手数料となります。「購入者返品作業手数料」、「購入者返品手数料」は、商品サイズに基づ
いて計算されます。
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アマゾンの拠点

2013年9月時点

札幌カスタマーサービスセンター
（北海道）

多治見FC （岐阜県）

アマゾン ジャパン/
アマゾンジャパン・ロ
ジスティクス本社
（東京都）

仙台カスタマーサービスセンター
（宮城県）

八千代FC （千葉県）

アマゾン ジャパン支社
（大阪府）

市川FC （千葉県）
大東FC （大阪府）
川越FC （埼玉県）
堺FC （大阪府）
川島FC （埼玉県）

鳥栖FC （佐賀県）

小田原FC （神奈川県）

本社:1
支社：１

カスタマーサービス:2
フルフィルメントセンター:９

l

14

ご利用出品者様の声（1）
FBAをご利用されている出品者様の声をご紹介します。
あらためてAmazon のロジスティクスにかなうものはないと実感しています
ロジスティクス（物流）をどう確保するかということがE コマースを展開する上での課題でした。
もちろん当社も倉庫を利用していますが、その流通システムは対企業向けのもので、個人のお客様
へ1 つ1 つ商品を配送するための機能にはなっていません。そのため、24時間365 日休むことなく、
私たちに代わって在庫の保管から、決済、梱包、出荷、さらには発送に関するカスタマーサポート
まで、フルフィルメント業務を行ってくれるFBA は、当社にとって最適なサービスでした。
アディダス ジャパン株式会社
グループe コマース
市森 明子様
主なカテゴリー：
服＆ファション小物／べビー＆マタニティ

FBAがなければ当社のE コマース事業は始められなかったと思います。なんといってもお客様への
配送が速いところだと思います。お客様の評価では「荷物が届くのが速かった」というコメントを
いただくことが一番多いですから、そこで高い評価を保つことができていると感じます。それにフ
ルフィルメントセンターでの荷受けもスピーディーです。つい先日も2,600 点ほど納品しましたが、
スムーズに荷受けが行われ、Amazonでの販売が開始されました。他社のサービスを利用するよう
になってからあらためてAmazon のロジスティクスにかなうものはないと実感しています。

「もしFBA を利用していなかったら…」と今考えるとぞっとします
Amazon に出品を始めたのは2009 年11 月末です。当時はiPhone 3GS が発売されて間もない頃で、
当社で扱っているようなハイセンスのiPhone ケースが日本ではあまり販売されていなかったので、
販路を拡大すればもっと売れるのではないかと考えました。Amazon に出品している商品の出荷は、
フルフィルメントセンターですべて対応してもらえたため、私たちは催事と自社サイト分の出荷に
専念することができました。
rasesu
代表
尾崎誠吾様
主なカテゴリー：家電＆カメラ

2人で運営していても大量の注文に対応できるということは本当に助かります。スマートフォンの新
機種が発売されると注文が集中しますが、2 人ではとても対応しきれない注文数にもFBA を利用す
ることで対応できています。FBA を利用し販売機会を逃さずに対応できていることで売り上げが伸
ばせていると思います。また、実際に自社で出荷を行う場合は、段ボール箱などの梱包材も用意し
なければなりませんし、商品在庫を保管するスペースも必要になりますが、FBA なら両方とも不要
となるのでコストもスペースも最小限に抑えることができます。FBA を利用していなかったなら、
とても自宅だけでは営業できていなかったと思います。
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ご利用出品者様の声（2）
FBAをご利用されている出品者様の声をご紹介します。

「FBA があるから商品を効率よく出品し
売り上げを伸ばすことができていると思います」
商品をフルフィルメントセンターへ送ってしまえばAmazon にお任せできるのは本当に便
利です。最初は在庫が自社用とAmazon 用に分かれるのが面倒なのではないかと思ってい
ましたが、始めてみたら便利だったのでFBA の利用率を上げるようになっていきました。
Cultivo（クウチーヴォ）
通販事業部長
上山貴嗣様
主なカテゴリー：
ヘルス＆ビューティ―

FBA を利用することで、1 人では販売できない量が販売できていますし、作業負担が少
ない分、販売戦略を立てたり、新商品を出品したり、本来の発注や販売業務に時間を費や
すことができています。以前は販売できる商品があればできるだけ出品するようにしてい
たのですが、市場の動向を見る時間ができたことで、商品数をしぼり、売れ筋の商品など
を効率よく出品することで売り上げを伸ばすことができていると思います。

「他のEコマースサイトでの受注もFBAマルチチャネル
サービスで対応することで定休日でも売り逃しがない」

株式会社プレゼントサービス
山倉吉雄様
主なカテゴリー：
ホーム＆キッチン/家電＆カメラ

当社は土日が定休日のため、他のE コマースサイトからの週末の出荷機能として利用でき
るよう、FBA に在庫がある商品は金曜日の夕方にFBA マルチチャネルサービスの設定を
しています。また、自社での出荷が遅れそうな場合には、手元に在庫があってもFBA マル
チチャネルサービスを利用することもあります。Amazonで売れているものは他社でも売
れることが多いので、その分を見越してFBA の在庫を多くするようにしています。
お客様には事前にAmazon に配送を依頼していることをお伝えしているため「他のEC サ
イトから注文したのにAmazon から荷物が届いた」とお客様から問い合わせをいただくこ
ともありません。自社の在庫に比べて在庫管理が正確ですし、出荷指示をしたのに出荷さ
れないということはないので、安心して利用しています。

FBAマルチチャネルサービスとは？詳細は次のページ
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FBA マルチチャネルサービスとは？
Amazon.co.jp以外の販売経路 (貴社Webサイト、他社サイト、モール 等)で販売が成立した商品の出荷を
Amazonが代行するサービスです。

■通常の出荷
購入者
1

注文

出品者様

自社サイト等
2

受注

3

出荷準備
・受注対応
・ピッキング
・梱包
・納品書、配送伝票作成

4

受取

発送

■マルチチャネルサービス
購入者
1

注文

出品者様

自社サイト等
2

受注

3

出荷指示

FBA マルチチャネルサービス
在庫保管手数料 と配送代行手数料 がかかります

4

受取

発送代行

Amazonにて商品をピッキング・梱包・出荷対応
Amazon にて商品をピッキング・梱包・出荷対応

貴社に在庫がなくても
FBA用の在庫を
Amazonの倉庫から出荷
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FBAマルチチャネルサービスの料金体系
手数料は在庫保管手数料と配送代行手数料から算出されます。FBAマルチチャネルサービスご利用での販売には、
Amazon出品サービスの販売手数料、カテゴリー成約料はかかりません。

FBA マルチチャネルサービス料金体系
マルチチャネルサービス
手数料

配送代行手数料

在庫保管手数料はFBA手数料と同様の料金体系です
¥8.126 × {[商品サイズ(㎤)] / (10cm×10cm×10cm)} × [保管日数 / 当月の日数]

マルチチャネルサービス
手数料

配送代行手数料

配送代行手数料 料金単価（Amazon.co.jp以外で受注した商品の発送）
配送スピードによって発送手数料が変動します。
出荷依頼時に１）または２）を選択いただきます。

２）「お急ぎ便」(※３)：

１）標準配送（配送の目安：1日～4日）：
メディア商材（※1)

配送代行手数料

出荷作業手数料
（個数あたり）

発送手数料
（出荷あたり）（※2）

（テレビゲーム・
PCソフトを含む）

FBAマルチチャネルサービスの発送手数料（出荷あたり）は、
出荷時に用いる配送箱の大きさに基づいて計算されます。
【大型商品】メディア・メディア以外を問わず、 配送箱の外形寸法が
45×35×20cmのいずれか一辺でも超過する、あるいは寸法を問わず梱包資材を
含めた総重量が9kgを超過するすべての商品。
例えば、配送箱の3辺サイズを、①最長の辺、②次に長い辺、③最短の辺、①が
45cm以上、②が35cm以上、③が20cm以上いずれか１辺でも該当していれば
大型商品です。
【小型商品】：配送箱寸法が25×18×2cm以下であり、かつ梱包資材を含めた
総重量が250g以下の商品。

メディア以外
の商材

小型商品

標準

小型商品

標準

¥82

¥82

¥134

¥134

¥216

¥319

¥288

¥391

メディア商材（※1)
（テレビゲーム・
PCソフトを含む）

大型商品
高額商品

メディア以外
の商材

大型商品
高額商品

小型商品

標準

小型商品

標準

¥257

¥82

¥82

¥134

¥134

¥257

¥453

¥350

¥411

¥391

¥432

￥483

上記金額は消費税を含みます。代金引換の手数料は、注文1件につき324円です。
（※1) FBAマルチチャネルサービスでの配送代行手数料のメディア商材対象は、本・CD・DVD・ブルーレイ・VHS・テレビゲーム・PCソフトです。
（※2）1件の出荷指示が複数の出荷に分割されることがあります。その場合は、それぞれの出荷に対し発送手数料がかかります。
（※3）日本全国のお届け先（沖縄および一部離島を除く）を対象に、いち早く商品をお届けする配送方法（注文確定日から3日後までに商品をお届け）

19

取扱禁止商品の例
分類

主な対象商品・特記事項

常温管理できない製品・食品・飲料・
食品以外でも消費期限のあるもの

食玩は不可。賞味期限の記載が免除されている食品（塩・ガムなど）も不可。

動植物

水に浸して孵化させる卵類も不可。常温で発芽しない品種の種子はOK。

危険物および化学薬品

(1) 爆発物（火薬類。 花火・クラッカーを含む）
(2) エアゾール、スプレー製品・・・スポーツの酸素缶、エアダスター、制汗剤スプレー、携帯消火器
(3) 可燃性液体（アルコールを含むものなど）・・・油性ペン、ペンキ、髭剃りの洗浄カートリッジ、アルコールを使っている化粧品（ア
ルコール含有率、発火点/引火点によって異なります。ご検討の場合は担当営業までお問い合わせください)など
(4) 引火性固体・・・マッチ （※ろうそく、線香、炭などはOK）、硫黄・鉄粉・マグネシウムなど。
(5) 酸化物・・・過酸化水素水(これを含む染毛剤、パーマ液）、さび落とし
(6) 劇毒物・・・瞬間接着剤（可燃性でなくても、扱えない成分を含むため）、毒物、劇薬取締法にて規制されている製品
(7) 放射性物質
(8) 腐食性・・・自動車の不凍液、自動車/バイク用バッテリー
(9) その他・・・
- リチウムイオンバッテリー（充電済みの使い捨て一次電池が対象）
携帯電話などに入っているものはリチウムの量によって取扱可能になる場合があります。
- 磁性物質・・・磁石、永久磁石（スピーカーなど。一定以上の大きさのみが対象。要問合せ)
- 農薬（医薬品扱いになるものだけ）
- 特殊な清掃、取扱、処分、保管、出荷プロセスを必要とする製品 (ハンガー管理を要するアパレル商品など)
- 火気厳禁・火に近づけないなどと商品に危険を喚起する注意事項が明記されている商品。
(ライフジャケット…炭酸ガスを含むカートリッジが問題)
- 横倒しにした場合や、上下左右の圧迫により損傷が生じてしまう可能性がある商品で、且つ保護梱包条件を満たしていない場
合 （プリザーブドフラワーなど。保護梱包条件を満たす場合、取扱可能な場合がありますので担当営業にご確認ください。）

関連省庁などに届け出・許可等の必
要なもの

医療機器、医薬品、販売にあたり薬剤師が必要な医薬品(第一類、第二類、第三類) 、 販売管理者の必要な医療機器、コンタクト
レンズ。酒類、タバコ、切手、収入印紙

国内配送約款、および、航空危険物規則書 航空危険物安全輸送協会(JACIS)にもとづき、危険物として取り扱われている成分で構成されている、または危険物に類別され
ている製品。日本国内における各法律・基準を満たしていないもの。
・ 取り扱い禁止商品の詳細については、FBAサービス利用に際してご同意いただくAmazonサービスビジネスソリューション契約の契約内容をご確認ください。
・ 不明点がございましたら担当営業までお問い合わせください。
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よくある質問(1)
参加に関する質問
Q. フルフィルメント by Amazon への申し込みはどのようにすればよいですか？
A.
フルフィルメント by Amazonへのお申し込みはオンライン上で行えます。出品者用のア
カウントをお持ちでない場合は、下記より出品者用アカウントを取得します。
http://www.amazonservices.jp/jp/services/sell-on-amazon.htm
出品者用のアカウント取得後、もしくはすでにお持ちの場合は、セルフサービスでフルフ
ィルメント by Amazonの登録が可能です。下記のいずれかの方法で登録画面に進めます。
・ セラーセントラル®のトップページ左下にある「フルフィルメント by Amazon」ボッ
クスの下部の「加入は無料です（登録手続きへ）」をクリック。
・ セラーセントラルの在庫管理画面右上の「フルフィルメント by Amazon」ボックスの
下の「登録する」をクリック
・ 在庫管理画面でフルフィルメント by Amazonに切り替えたいSKUを選択してから、プ
ルダウンメニューで「'Amazonから出荷'に変換」を選び、「GO」をクリック
次に表示される画面で、Amazonサービスビジネスソリューション契約の内容をご確認い
ただき、契約内容にご同意頂ける場合には「フルフィルメント by Amazon契約に同意し
ました」にチェックをし、「フルフィルメント by Amazonの利用を開始する」をクリッ
クしてください。アカウントの設定が完了したら、セラーセントラルにフルフィルメント
by Amazonをご利用いただくためのメニューが表示されます。
Q. フルフィルメント by Amazon の契約時にかかる料金は？
A.
フルフィルメント by Amazon の契約時には料金は発生しません。
出品者の商品がAmazon フルフィルメントセンターへ納品された時点から在庫保管料金が
発生します。
また、購入者から注文を受注後、商品の発送時に発送代行手数料がかかります。

商品の登録に関する質問
Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

フルフィルメント by Amazonで販売したい商品は、どのように登録すればよいですか？
セラーセントラル上で商品を登録します。既にAmazon.co.jp 内のカタログにある商品は、
検索のうえ出品することができます。Amazon.co.jp 内のカタログ内にない商品について
は、必須項目を入力し、カタログ内に商品の詳細ページを新規作成し登録します。登録の
手順は「フルフィルメント by Amazon® 実践マニュアル」またはセラーセントラルのヘ
ルプページでご確認ください。
フルフィルメント by Amazon に登録する場合、商品はすべてAmazon からの出荷にし
なければならないのでしょうか？
いいえ。出品者の判断によってAmazonからの出荷を希望するFBAの利用、出品者自身
での出荷を使い分けることができます。FBA 商品のご利用は1商品1在庫から、出品者が
任意に指定することができます。
フルフィルメント by Amazon で出荷可能な商品のサイズの基準は？
タテ、ヨコ、高さ三辺の合計が 170cm を超える商品、あるいは重量が 30kg を超える商
品はフルフィルメント by Amazon でお取り扱いできません。なお、最小サイズおよび重
量に関しての規定はありません。

Q. フルフィルメント by Amazon で出荷できない商品は？
A.
フルフィルメント by Amazon を利用して出荷できない商品の詳細は、本資料
15ページをご参照ください。またはセラーセントラルのヘルプページをご参照
ください。

納品に関する質問
Q.
A.

納品する商品はどのように準備すればよいですか？
Amazon フルフィルメントセンターに納品するすべての商品は、フルフィルメ
ントセンターからすぐに出荷できる状態になっている必要があります。破損し
やすい商品は適切な梱包素材で十分に梱包してください。詳細は営業またはテ
クニカルサポートにお問い合わせください。

Q.
A.

納品の際の発送料は？
Amazon フルフィルメントセンターへの納品にかかる発送料は、発送元（出品
者）払いでお願いいたします。

Q.
A.

納品する場合、配送業者に指定はありますか？
任意の配送業者をご利用ください。ただし、納品の配達確認が可能な発送方法
で納品していただく必要があります。納品がAmazon で未受領となった場合、
出品者は、クレーム申請前に配達確認や追跡情報を明示する必要があります。(
自家用車など、配送業者を使用しない形での納品形態はご遠慮ください。)

Q.
A.

納品した商品の状況はどのように確認できますか？
セラーセントラル上でほぼリアルタイムに在庫状況を確認できます。

Q.
A.

納品した商品は返却してもらえますか？
はい。セラーセントラルの FBA 在庫画面上で、返却を希望する商品の配送を
「出品者から出荷」に変更した後、任意の数の商品の返送依頼を行ってください。
返送料金は小型・標準サイズで51円/個、大型サイズは103円/個となっており
ます。 ※AmazonフルフィルメントセンターとはAmazonの倉庫の名称です。

商品の保管に関する質問
Q.
A.

納品した商品はどのように保管されますか？
商品を保管するAmazon フルフィルメントセンターは、自動化を取り入れたピ
ッキング、梱包、発送の工程によって、注文をすばやく処理することができる
設備を備えています。
フルフィルメントセンターは以下のような特徴を持っています。
・24時間体制の警備
・自動化されたワイヤレスネットワークによる注文のトラッキングシステム
・商品にあわせた専用の保管エリア

Q.
A.

Amazon が商品を紛失または破損した場合は？
Amazon フルフィルメントセンターで保管している商品が、破損または紛失し
た場合には、フルフィルメント by Amazonサービス条件の規定に従って
Amazonが交換価額を支払います。詳細はセラーセントラルのヘルプページを
ご参照ください。
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よくある質問(2)
Q.
A.

商品はずっと保管してもらえるのですか？
はい、ただし納品後365日を越えて、FBA在庫としての保管が継続された場合
10cmx10cmx10cmあたり6か月ごとに174.857円の長期保管手数料を既存の在庫保管手
数料に加えて課金させて頂きます。

Q.
A.

例: 25cmx18cmx2.0cmのサイズの商品の場合、157円/6か月 程度

Q.
A.
Q.
A.

※上記の長期保管手数料は該当商品(ASIN)につき1点までは対象外と させていただきま
す。また、在庫数量及び回転率が一定の基準に該当する出品者様には、保管在庫数の上限
を設定させていただきます。上限数が設定された場合には、事前にその上限をお知らせす
るとともに、ご利用の出品管理画面で確認をすることが可能です。限数を超えての納品は
出来ない場合がありますので、ご了承ください。
上記対象となるFBA在庫はどこで確認できますか？
ご利用の出品管理画面内「在庫健全性レポート」にてご確認頂けます。
Amazonの倉庫にある在庫を自社あてに返送はできますか？
FBA在庫の商品返送または所有権の放棄に際しては、ご返送依頼いただいた商品１個あた
り、サイズに応じて下記の手数料が課金されます。
※在庫商品の返送は、依頼をいただいてから通常1週間から10日前後でのお届けを予定して
います。
小型・標準サイズ
(1個につき)

大型サイズ
(1個につき)

返送

51円

103円

所有権の放棄

10円

21円

支払いに関する質問
Q.
A.

Q.
A.

購入者からの問い合わせには、出品者とAmazonのどちらが対応しますか？
FBA 商品の返品および返金に関しては、Amazonがカスタマーサービスを担当します。
購入者からの返品や購入者への返金は？
FBA 商品に関しては、Amazon の返品ポリシー、Amazon サービスビジネスソリューシ
ョン契約(または Merchants@amazon.co.jp プログラム契約)が適用され、Amazon 出
品者利用規約に従って、Amazon が購入者からの返品、返金の対応をします。
FBAを通じて出品者様が販売される商品につきましては、返品期間（商品到着後30日以
内）を過ぎた購入者都合での返品も受け付けます。
a.返品期間を経過しての、購入者からの返品依頼に対する購入者への返金額は、原則20％
減額されます（例：販売価格10,000円の商品が、商品到着後45日目に返品された場合、
出品者様から購入者への返金額は20%減額され8,000円となります）。 b. 返品期間を16
日以上経過しての購入者からの返品依頼に対する返金については、Amazonより補填いた
します。補填額の計算についてはFBAの「破損・紛失商品の返金ポリシー」の規定に準じ
ます。詳細はこちらよりご確認ください。なおこの場合、商品の所有権はAmazonに属し
ます。

在庫保管手数料や配送代行手数料はいつ請求されるのですか？
Amazon.co.jp へ出店・出品のご契約をいただいた場合、決済は出品用アカウントで設定された支
払周期毎に行われます。フルフィルメント by Amazon の在庫保管手数料は在庫商品がAmazon
フルフィルメントセンターで受領されてからの発生となり、保管日数に応じて加算されますが、在
庫保管手数料は月単位で請求されます。在庫保管手数料は、毎月7日から15日の間に前月分の在庫
保管手数料の計算を行い、次回の決済時に請求され、配送代行手数料は、受注後、商品発送毎の課
金となり、設定された周期毎にその他の手数料と同時に決済が行われます。
詳しくは営業もしくはテクニカルサポートにお問い合わせください。
売り上げはどのように支払われますか？
各種手数料を差し引いたうえでAmazon から直接、出品者のアカウントに振り込まれます。

その他の質問
Q.
A.

領収書は発行してもらえますか？
Amazonマーケットプレイスにおける出品者と購入者の取引において、購入者から領収書の発行を
求められた場合には、領収書の多重発行を防ぐ観点から、 原則として、出品者において対応して
いただく必要はありません。購入者は、サイト上で、購入履歴をご確認いただくことで、出品者名
義による領収書をプリン トアウトしていただくことができます。

Q.
A.

FBA商品に関する購入者の評価はどのような扱いになりますか？
購入者はFBA商品に関しても、出品者を評価することができます。FBA商品の出荷
について問
題が発生した場合、Amazon カスタマーサービスが責任を持って迅速かつ適切な対応に努めます
が、FBA 商品の出荷に関する問題について出品者が低い評価を受けた場合には、テクニカルサポ
ートまでご連絡ください。

Q.
A.

質問がある場合の問い合わせ先は？
セラーセントラルのヘルプページ下のリンク「テクニカルサポート」をクリックし、指定のフォー
マットに必要な情報を記入のうえ、テクニカルサポートへお問い合わせください。

問い合わせ・返品に関する質問
Q.
A.
Q.
A.

購入者から返品された商品はどうなりますか？
Amazon が、返品された商品が当初出品されていた状態（コンディション）と同等であり、販売
可能だと判断した場合、ただちに出品者の販売可能な在庫に戻します。商品が当初出品されていた
コンディションでの販売は不可能だと判断した場合は、セラーセントラルで販売不可と表示され、
一時的に保留にします。その後、出品者からの返送指示に従って返送します。
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