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Amazonには、

インターネット販売を成功させる仕組みがあります。
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Amazon出品サービス

Amazonのスケール > P.04～

Amazon出品サービスのメリット > P.06～

フルフィルメント by Amazon（FBA）のご紹介 > P.16～

出品者様の声 >  P.18

Amazonのソリューション一覧 >  P.19

契約準備から販売開始まで／出品管理ツール「セラーセントラル」のご紹介 > P.20～

よくある質問 > P.22～

Amazon出品サービスの特長は、販売・決済・広告機能が一体と

なったAmazonのシステムを利用することで、シンプルかつ

低コスト、しかもHTMLなどの専門知識がなくても販売が開始

できるということです。

さらに、出品者様の商品が売れ、出品者様が利益を得ることで、

Amazonも利益を得るというビジネスモデルによって成長の

循環が生まれます。

現在Amazon.co.jpの商品数は、約1億種以上。

成長し続けるAmazon出品サービスのご利用を心よりお待ち

いたしております。

Amazonに出品を検討されている皆様へ

Amazonを
支える原動力

Amazonと
出品者様による

販売豊富な品揃えの

実現
お客様の増加

お客様の満足度UP

出品者様の満足度UP

Amazon
出品サービス

出品者様

直販部門

Amazon



04 ｜ 05

Amazon.co.jpでは現在、東京、札幌・仙台カスタマーサービスセンターのほか、

小田原、市川、多治見、堺、鳥栖などのFC（フルフィルメントセンター：倉庫

および配送センター機能）を拠点にビジネスを展開しています。

Amazonはアメリカをはじめ、世界14カ国でビジネスを展開しています。そのうち10カ国では出品サービスを展開しています。

（Amazonの海外サイトでの販売につきましては、14・15ページをご参照ください）

1995年にアメリカで誕生したAmazonが、日本で本の販売を開始したのは2000年11月のことでした。以来、取り扱う商品を増やし続け、

現在では総合オンラインストアとして多くのお客様にご利用いただいています。

アマゾン ジャパン合同会社
（東京）

札幌カスタマーサービスセンター
仙台カスタマーサービスセンター

大東FC（大阪府大東市）

堺FC（大阪府堺市）

川島FC（埼玉県川島町）

川越FC（埼玉県川越市）小田原FC（神奈川県小田原市）

八千代FC（千葉県八千代市）

市川FC（千葉県市川市）

多治見FC（岐阜県多治見市）

国内・海外で、Amazonならではの
スケールでビジネスを展開

アマゾン ジャパン大阪支社
（大阪）

Amazon.co.jpの事業拠点ネットワーク

Amazon.co.jpの商品カテゴリー

世界に広がるAmazonの販売ネットワーク

Amazonのスケール

2000年

・Amazon.co.jpサイトオープン

2012年

・Kindleストア オープン

2010年

・Nipponストア

 （ご当地グルメ・特産品・物産展オープン）

2007年

・Amazon出品サービス「大口出品」開始

・会員制プログラムAmazonプライム開始

2002年

・Amazonマーケットプレイス開始

2012年

・学生のための会員プログラム

  Amazon Student開始

・小さいお子さまを持つママ・パパをサポートする

  会員制プログラム Amazonファミリー開始

鳥栖FC（佐賀県鳥栖市）

本・洋書

CD・DVD

家電

おもちゃ&
ホビー

ヘルス&
ビューティー

ファッション

コスメ

食料&飲料

DIY・工具

ペット用品

楽器

中古車

（オランダ）

（メキシコ）

（スペイン） （イタリア）

（フランス）

（アメリカ）

（イギリス）

（オーストラリア）

（中国）

（ブラジル）

（カナダ）（ドイツ）

（日本）

（インド）

Kindle



マイストア ｜ ギフト券 ｜ タイムセール ｜ 出品サービス ｜ ヘルプ ｜

Amazonポイント ：

￥32,400 -------------
----------------------

カートに入れる

カートに入れる

1-Click注文を有効にしてください

￥31,500
--------------
-----------------

カートに入れる￥33,000
--------------
-----------------

こちらからもご購入いただけます
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人目につかない店舗では売上を伸ばしにくいように、オンラインストアでも商品が購入者の目に留まることは

大切な要素です。Amazon.co.jpでは、日本での販売開始以来、着実に訪問者数を増やし、現在ではPCはもちろん

タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末からも多くの購入者が訪れています。圧倒的な集客力が、Amazon

出品サービス最大のメリットです。 Amazonでは、ひとつの商品の情報が１ページに集約されているため、商品情報がひと目でわかります。「見やすい、買いやすい、だから

出品したくなる」というページ構成が、Amazonの販売力を支えています。

■商品名、メーカー名、商品画像や詳細情報が分かりやすく表示されています。

■複数の出品者様およびAmazonが同じ商品を出品していても、購入者にとって有益性が高い出品者様のストア名が上部に表示される

　仕組みです。（詳しくは下段の「ショッピングカートボックスの獲得について」をご覧ください）

■出品したい商品がAmazon.co.jp上にあれば、その情報を利用して簡単に出品できます。

複数の出品者様が同一商品を販売できることは、Amazonの特徴のひとつです。複数の出品者様が同一商品を「新品」で

販売する場合、ショッピングカートボックスに自社の出品商品が表示されること＝「ショッピングカートボックスの獲得」を競う

ことになり、ショッピングカートボックスの獲得が売上の向上につながることを出品者様の多くが実感されています。

この「ショッピングカートボックス」は、配送料まで含めた総額やその他要素をシステムが分析し、購入者に高い満足度を

提供できる出品者様が獲得できる仕組みになっています。

＊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。

ショッピングカートボックスの獲得について

品揃えが増えれば

訪問者も増える

多くの訪問者 豊富な品揃え  ＝  

訪問者数の増大 ＝ 販売機会の拡大

Amazonの集客力が生み出すサイクル

Amazonが多くの購入者に支持される理由の１つに、豊富

な品揃えが挙げられます。Amazonは、商品数が多い店舗で

あればあるほど、訪問者の数は増え、その結果購入者も増え

ていくと考えています。出品者様に商品を出品いただき、

品揃えが充実すれば購入者が増え、それにより出品者様が

また商品を出品したくなるというサイクルが生まれるの

です。

見やすい商品ページが、購入を促進

Amazon出品サービスについて詳しくは、http://services.amazon.co.jp をご覧ください。

PCからもモバイルからも

PC モバイル

Amazon.co.jpでは、月間約18.6億ページビューを誇るPCから

のアクセスだけでなく、スマートフォンやタブレットなどの

モバイル端末からでも月間約16.9億ページビューを獲得。

いつでもどこでも簡単にアクセスができるため、より多くの

購入者に出品者様の商品をお届けすることが可能となります。

訪問者数

品揃え

Amazon.co.jpの圧倒的な集客力

Amazon出品サービスのメリット

01 最先端のマーケティング機能

Amazon出品サービスのメリット
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月間ユニークビジター※1
　

万1,753約

月間ユニークビジター

万3,025約

月間ページビュー※2
　

億約18.6
月間ページビュー

億約16.9

￥32,400　通常配送無料

Amazon商品ページ例

詳細な商品画像も掲載できます。

お届け予定日と出品者様

ストア名が表示されます。

購入者にとって
有益性が高いた
めショッピング
カートを獲得し
ている出品者様
ストア

その他の
出品者様ストア

シンプルでわかりやすい商品名表示 価格・配送料・出品者様ストア名

※1　ユニークビジターとは、集計対象期間に月間に最低1 回はサイトを訪れた、
　　  重複を除く訪問者のこと。 
※2　ページビュー（PV）とは、ウェブサイト内の特定のページが閲覧された回数
　　  のこと。
出典：Nielsen NetView 2015年11月度　家庭と職場からのアクセス
　　  Nielsen MobileNetView 2015年11月　ペアレントレベル（アプリケーションを含む）

1つの商品ページに複数の出品者
様の出品情報が並び、購入者は

購入先を自由に選択できます。



マイストア ｜ ギフト券 ｜ タイムセール ｜ 出品サービス ｜ ヘルプ ｜

Amazonポイント ：

￥32,400 -------------
----------------------

カートに入れる

カートに入れる

1-Click注文を有効にしてください

￥31,500
--------------
-----------------

カートに入れる￥33,000
--------------
-----------------

こちらからもご購入いただけます

￥32,400　通常配送無料
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安心感と利便性を提供することで購入を促すシステム

購入者をスピーディーに商品へと導くマーケティングシステム

Amazonには購入者の好みの商品をおすすめする「レコメンド

機能」や、検索エンジン対策の「SEO」「SEM」、ブログなどの

口コミを生かす「アソシエイトプログラム」などさまざま

なマーケティング（販売促進）機能があります。この機能は

出品商品の登録後、自動で全商品に適用されるため、手間も

追加費用もかかりません。

購入者が、欲しいと思う商品を各種検索エンジンで検索した

とき、Amazonに出品されている商品が検索結果上位に

表示される工夫（SEO）をAmazonが行っています。また、検索

結果とともに表示される検索連動型広告（SEM）による集客

対策もAmazonは積極的に行っています。これらはAmazonに

出品されるすべての商品に適用され、販売機会の増加と購入

者数の拡大に貢献しています。

購入者の趣味・嗜好に合わせた商品をAmazonが自動で抽出し、さまざまなページやメールマガジンなどでおすすめ商品として紹介します。

Amazon.co.jp商品ページ

￥21,680 ￥6,980 ￥15,984

Amazon出品サービスについて詳しくは、http://services.amazon.co.jp をご覧ください。

SEO ／ SEMから

レコメンドから

アソシエイト
プログラムから

メールマガジン
から

企業や個人のブログ、ホームページなどで

Amazonの商品を紹介する時に利用される

のがアソシエイトプログラム（アフィリエ

イト）です。商品のバナーやリンクから

直接商品ページへ誘導できるため、販促

効果が期待できます。

アソシエイトプログラム

Amazonでは各カテゴリーストアのメール

マガジンに加え、購入者の閲覧履歴や購入

履歴をもとにしたメールマガジンを購入者

にお送りしています。ユーザーが興味のあ

る商品情報を直接受信することで、効率的

な販促が可能になります。

メールマガジン

SEO（検索エンジン最適化）、 SEM（検索連動型広告）

カスタマーレビュー ／ カスタマー Q&A

レコメンド（おすすめ） 機能

カスタマーレビューはAmazonの購入者に広く利用されてい

るフィードバック機能です。商品の購入者からの情報を掲載す

ることで、実際に商品が見られないネットショッピングの不安

を解消します。また、お客様同士で商品に関する情報交換がで

きるカスタマーQ&Aというサービスも提供しています。

Amazon スポンサー プロダクト（有料サービス）

「Amazon スポンサー プロダクト」は、ユーザーが商品を検索した際に、関連したキーワードを設定して

いる商品が検索結果ページの広告として表示されるサービスです。「Amazon スポンサー プロダクト」

を利用すれば、新商品でも早期に露出を増やすことが可能になります。広告を出稿するにはAmazon

マーケットプレイスの出品管理ツール「セラーセントラル」で利用したい商品を選択します。その後

「キーワードの選択」「入札額の設定」「予算の設定」を設定するだけで、簡単に広告が出稿できます。

まとめて購入 「買いやすい」という販売促進機能

複数の異なる出品者様の商品を１つのショッピングカートで「まとめ買い」することができます。また、Amazonがすべての決済を代行する

ため、お届け先などの入力もまとめて済ませることが可能です。

検索エンジンの検索結果イメージ

■ 商品に対するカスタマーレビュー

最近ご覧になった商品およびお客様へのおすすめ商品 

閲覧履歴に基づくおすすめ商品

チェックした商品の関連商品
最近チェックした商品 同じテーマの商品

これにも注目
最近チェックした商品 同じテーマの商品

ショッピングカートには複数の商品と

合計金額が表示されます

出品者様が異なる場合でも

1回の決済で購入可能です

複数の商品を

ショッピングカートに入れる

ヘルス＆ビューティー

プライバシーについて

今すぐストアへ

信頼を得るため、購入者からの商品レビューには公平性を持たせています。

Amazon.co.jpのトップページを開くと、個々の購入者の好みに合わせたおす

すめ商品が紹介されます。「これにも注目」「閲覧履歴に基づくおすすめ商品」

などさまざまな方向から購入者を商品ページへと導きます。

同じページに関連商品を紹介することで、さまざまな商品が購入者の目に

留まるような工夫が施されています。

click

で買う

公平性を保つために
評価の高いレビューと
評価の低いレビューが

表示されます。

カート3

￥19,800 プライム ￥2,700 プライム

￥3,100 プライム

￥9,800 プライム ￥2,500 プライム

￥32,400 プライム ￥29,800 プライム ￥15,800 プライム ￥24,600 プライム

プライム

ページ：1/8

最先端のマーケティング機能

Amazon出品サービスのメリット

02



商品名・商品写真・販売価格・配送予定日 など
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簡単出品で、PCでもモバイルでも！

Amazon.co.jpへの出品には、HTMLなどの専門知識は不要です。すでにAmazon.co.jpに掲載されている商品の場合は、

写真や商品データも必要ありません。また、Amazon.co . jpへ出品された商品は、PCはもちろん携帯電話や

スマートフォンなどのモバイル端末向けサイトにも自動で掲載されます。購入者のアカウント、ショッピング

カートなどをPCとモバイルサイトで同期させることで、購入者の利用頻度拡大を目指しています。

スマートフォンアプリ

タブレット スマートフォン

商品を出品するだけで、出品者様のストアページ（出品商品一覧）が自動で構築されます。ストアロゴなども表示され

るため、出品者様のストアとして購入者にアピールできます。

Amazonは、iPhone、iPad、Androidなどの人気のモバイル端末にも

もちろん対応しています。いつでもどこでも便利に買い物を楽しんで

いただくことができ、利便性を求める購入者に支持されています。
Amazonのスマートフォンアプリでは、商品の

バーコードからAmazon.co.jp内の商品を探せる、

購入者の好奇心をくすぐる検索機能を用意して

います。外出先でも簡単に商品情報がチェック

でき、そのまま購入することも可能です。

出品方法は簡単！

Amazonでは1商品が1ページに集約されているため、すでに商品ページがAmazon.co.jp上にあれば、出品情報（販売

価格など）を登録するだけで、すぐに販売を開始できます。オリジナル商品でAmazon.co.jpに商品ページがない場合

でも、フォームに沿って登録するだけで簡単に出品できます。また、複数の商品を出品する場合は、Excel形式の

テンプレートを利用することで、一括して商品登録が行えます。

出品者様の出品商品が

まとめて表示されます。

出品者様のストア名が

表示されます。

ご登録いただいた

出品者様のロゴが

表示されます。

バーコード検索

簡単・便利な出品方法

Amazon出品サービスのメリット
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検索

ABC　のストアABC

￥31,968　通常配送無料

￥49,680　通常配送無料

￥22,091　通常配送無料

￥48,700　通常配送無料 ￥12,000　通常配送無料

Amazon出品サービスについて詳しくは、http://services.amazon.co.jp をご覧ください。

出品者様のストアページ自動構築 スマートフォン・タブレット

Amazonの出品管理ツール

「セラーセントラル※」で

お取り扱いの商品を手軽に

出品できます。

Amazon.co.jpが

データを自動変換

出品者様が出品商品データを
Amazon.co.jpへ登録

PC用サイトへ

スマートフォン・
携帯電話などの
モバイルサイトへ

スマートフォンのアプリ・
タブレット用のサイトへ

さまざまな
ユーザーへ

商品をアピール

出品者様

Amazon.co.jpに
すでに商品ページが

ある場合

Amazon.co.jpに
商品ページが
まだない場合

■ 既存の商品ページを利用して出品

既存の商品ページを検索して出品。販売価格、在庫数

などを入力するだけで簡単に出品できます。

商品キーワードを
入力して商品を検索

商品登録に必要な情報を入力
（販売価格・在庫数 など）

検　索

■ 商品を新規登録して出品

Amazonのフォームに沿って情報を入力するだけで、

簡単に商品の新規登録ができます。

オリジナル商品も
登録可能

商品登録時に入力する情報

・商品名
・商品画像
・商品説明

・販売価格
・在庫数
　　　など

※出品管理ツール 「セラーセントラル」については21ページをご参照ください。



Amazon出品サービスについて詳しくは、http://services.amazon.co.jp をご覧ください。

購入者出品者様

購入者へ商品を発送

Amazonへ
出荷通知を

送信※3
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出品者様はAmazon.co.jpから注文確定のメールが届いたら、購入者に商品を発送するだけ。商品代金の回収は

Amazon.co.jpが代行します※1
　 。商品代金は、手数料相殺後14日周期※2

　 で指定の口座に自動的に振り込まれます。

入金確認や代金回収の手間から解放される安心のシステムです。

Amazon出品サービスの料金は、月額4,900円（税別※1
　 ）の月間登録料（固定費）と、売買成立時に課金される販売手数料

（従量料金）だけ※2
　 。スタートキットの購入や講習費、広告費などは不要です。月間登録料のみで、Amazonの販売システム、

最先端の自動マーケティング（販売促進）機能※3
　 、代金回収代行※4

　 などが利用できるほか、販売手数料にはクレジット

カード決済手数料なども含まれているため、リーズナブルで気軽に始められて続けやすいことが特長です。

売上決済は出品アカウント登録日から

起算して14日ごとに行われ、14日内の売

上金額から手数料を相殺した金額が

入金されます。その際の振込手数料は

Amazon.co.jpが負担します。入金は締日

から通常6〜10日営業日後にご指定の

銀行口座に振込となります。

販売時に必要な購入者への注文確定メール、出荷通知メールもAmazon.co.jpが自動で配信。出品者様はAmazon.co.jpからの注文確定メールを受信後、

購入者に商品を発送し、Amazon.co.jpに出荷通知を送信する※3
　 だけで販売が完了します。この自動化システムにより、出品者様はメール送信や決済

処理の簡略化が、購入者はスピーディーな買い物が可能になります。

月間登録料のみで…

　 集客力のある販売システム

　 最先端の自動マーケティング機能※3　
　　

　 簡単・便利な出品ツール

　 安心の代金回収システム※4　
　　

Amazon.co.jpが
購入者から

商品代金を回収

販売手数料を相殺し
14日周期でお振込み

振込手数料はAmazon.co.jpが負担

出品アカウント

登録日

締日から

通常6〜10営業日に

入金

締日から

通常6〜10営業日に

入金

1月1日

（起算日）

1月14日 1月28日

販売手数料

低コストで分かりやすいAmazon出品サービスの料金体系。

毎月必要な固定費を減らして、気軽に販売を始められます。

商品販売時にのみ課金
（クレジットカード決済手数料含む）

月間登録料

4,900円（税別※1
　 ）／月額

1

2

3

4

手数料率は商品カテゴリーごとに異なります。

本・ミュージック・DVD・ブルーレイ・VHSは別途

カテゴリー成約料がかかります。

詳細はhttp://services.amazon.co.jpをご覧ください。

追加費用
なし！※2

　

Amazon出品サービスと他社Eコマース（インターネット販売）サイトとの料金体系比較

＋

Amazon
出品サービス

他社
Eコマースサイト例

従量課金
（販売手数料）

商品販売時に発生する
手数料

販売手数料

クレジットカード決済

手数料も含まれます

月間登録料
［4,900円（税別※1

　 ）］

月間登録料

販売手数料

クレジットカード決済手数料

初期費用

広告

（スタートキット・講習費など）

アフィリエイト・ポイント

［約20,000円］
固定費

（登録料／出店料）

商品販売にかかわらず
発生する手数料

Amazon出品サービス
ご利用時にかかる費用は
ここまで

購入者

購入者

出品者様

締日 締日

14日間 14日間

￥ ￥ 入金確認の手間が不要で

代金未回収のリスクもなく安心

1

※3　Amazonへの出荷通知送信は、出品管理ツール「セラーセントラル」を利用して行われます。「セラーセントラル」について詳しくは21ページをご参照ください。

※4　コンビニ・ATM ・ネットバンキング・電子マネー払い（先払い）は、コンビニ払い（30万円まで）、ATM（10万円まで）、ネットバンキング、電子マネー（Edy：5万円まで、Suica：2万円まで）それぞれ先払いによる決済となります。

※5　代金引換決済の場合は、出品者様が配送業者を通じて商品代金を直接購入者から回収します。

※1　代金引換決済の場合は、出品者様が配送業者を通じて商品代金を直接購入者から回収します。

※2　出品アカウント登録日から14日ごとの周期。

※1　日本国外の居住者である出品者様には課税されません。

※2　出品商品数が200万商品を超えた場合に、超過分に対して手数料がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

※3　オプションで有料のマーケティングサービス機能もご利用いただけます。（詳しくは9ページ「Amazon スポンサー プロダクト」をご参照ください）

※4　代金引換決済の場合は、出品者様が配送業者を通じて商品代金を直接購入者から回収します。

安心の代金回収システム

Amazon出品サービスのメリット

04 シンプルで手頃な料金プラン

Amazon出品サービスのメリット

05

商品代金回収の流れ （大口出品の場合） Amazon出品サービスの料金体系

手数料決済・売上支払周期のイメージ （大口出品の場合）

受注処理の流れ

購入者の決済方法 ： 

クレジットカード、Amazonギフト券、Amazon

ショッピングカード、コンビニ・ATM・ネット

バンキング・電子マネー払い（先払い）＊4
　 、代金

引換＊5
　 　

注文が確定しました
商品を発送してください

出品者様

2

注文確認メールのタイミング：

■クレジットカード、Amazonギフト券、

　Amazonショッピングカード

　→クレジットカード、ギフト券などの認証完了時

■コンビニ・ATM・ネットバンキング・

　電子マネー払い（先払い）→購入者の決済完了時

■代金引換→注文確定時

3

正式な売買契約は商品を発送し、

出荷通知を送信した時点となります。

注文が入ると、Amazon.co.jpが

購入者へ注文内容確認メールを送信

注文完了後、Amazon.co.jpが

出品者様へ注文内容確認メールを送信

出品者様から購入者へ商品を発送したら、

Amazon.co.jpへ出荷通知を送信

出荷通知確認後、Amazon.co.jpが購入者

へ出荷完了メールを送信

ご注文ありがとうございます 本日商品を発送しました
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商品登録などの
技術サポート（初回のみ）

Amazon.comで取り扱いのない商品につ

いては、グローバルセリングチームにて、

初回の商品登録をお手伝いいたします。

Amazon.comでの販売に
向けた必要事項の確認

「銀行口座」、「出品予定の商品ファイル」、

「配送方法の決定」など、販売に関する事前

準備を説明します。

Amazon.com
出品用アカウント登録

Amazon.comの登録に必要な納税登録を

分かりやすく説明した日本語のガイドライン

を用意しています。

Amazon.com
FBA登録・設定サポート

注 文 処 理・ピ ッ キ ン グ・梱 包・出 荷 を

Amazonが代行する「フルフィルメント by 

Amazon（FBA）」を利用すれば、海外での

ビジネスがよりスムーズに。

（日本でのFBA利用の詳細は次ページをご参照ください）

海外への販路拡大は、まずはアメリカから始めてみませんか？アメリカのAmazon.comですでに販売され

ている商品については、最小限の情報さえあればすぐに出品が可能です。Amazon.comで取り扱いのない

商品も、国内への出品と同様に出品管理ツールを使って商品登録を行うことが可能です。

グラフ： 2017年の世界における想定Eコマース市場規模※1
　

Amazon.comを訪れる月間訪問者数は1億7,500万人※2
　 にもなり、Amazon.co.jp

より大きな集客力が見込めます。

圧倒的な集客力＞

使用言語が英語であるという点を除けば、出品方法はAmazon.co.jpとほぼ同じ

です。出品管理ツールにログイン後、ウェブ上で商品登録、売れたら購入者へ

発送するだけの簡単手続きで、販路を世界に広げることが可能です。

簡単な手続き＞

話題の越境ECは、まずはAmazon.com（アメリカ）でスタート

Amazon.co.jpをすでにご利用の出品者様なら、最小限の準備で最大の市場へ

さらに、グローバルセリングチームがAmazon.comへの出品をサポート※3
　

料金体系は日本のAmazon.co.jpと同様の仕組みとなります。月額登録料と

販売手数料のみで、米国市場への参入を実現することが可能です。

シンプルな料金体系＞

Amazonなら、Eコマース市場の

10カ国で展開

Amazon出品サービスは

185カ国

購入者の広がりは

約80%
にリーチ可能！ ※3　グローバルセリングチームによるサポートには、お取り扱い商品数などの条件があります。詳細につきましては別途お問い合わせください。

7,500万人1億

月間ユニークビジター

1,310万人

1日平均ユニークビジター

4.4回

1人あたりの月間平均来訪回数

Amazon.comの圧倒的な集客力※2
　

※1　出典：Goldman Sachs, Global E-commerce to Accelerate, June 2013,

※2　comScore 2015年12月

33.4%
北米

（約36兆円規模）

25%
ヨーロッパ

（約27兆円規模）

20%
中国

（約22兆円規模）

6.4%
日本

（約7兆円規模）

その他の国

世界第4位の規模を誇る日本のEコマース市場ですが、世界に目を向けるとその何倍もの市場が存在します。

Amazonのアカウントを持つお客様は世界中に2億5千万人（2014年6月時点）。アメリカやヨーロッパなどをはじめとする

10カ国のAmazonマーケットプレイスに出品すれば、世界のEコマース市場の約80％へとリーチすることが可能に

なります。出品方法が同じなので、すでにAmazon.co.jpで販売をしている出品者様であれば、海外進出への準備は整って

いるも同然。容易に海外市場への参入が可能となります。

Eコマースによる海外戦略を検討されている方は、Amazonを通じた海外販売を始めてみてはいかがでしょうか。

海外への販路拡大を容易に

Amazon出品サービスのメリット

06

（スペイン）

（イタリア）
（フランス）

（アメリカ）

（イギリス）

（中国）

（カナダ）

（ドイツ）

（日本）

（インド）
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「フルフィルメント by Amazon（以下、 FBA）」は、現在Amazon出品サービスご利用中の出品者様がご自身で行っている、商品保管、注文処理、出荷、

配送、返品に関するカスタマーサービスなどをAmazonが代行するオプションサービスです。これまでAmazonが仕入れ・販売で培った在庫管理

やロジスティクスのノウハウを活かし、出品者様が抱える購入率向上、作業負担軽減、物流コストの効率化などの課題を解決します。

FBAの導入でAmazon.co.jp上での商品訴求力が大幅にアップ。Amazonと同等の配送・決済サービスを提供することで、ショッピングカートボックスの

獲得率やリピート率がアップします。

フルフィルメントby Amazonを
利用して、ビジネスをもっと手軽に、
もっと効率よく。

売上を拡大させるしくみ

必要なとき、使いたい分だけ、効率的にご利用いただけ、出品者様の

ビジネススタイルや季節変動に応じ、繁忙期だけのご利用なども可能。

物量の多少にかかわらず、フレキシブルにご利用いただけます。

今すぐ、手軽に、必要なだけ
Amazonフルフィルメントセンターでは、出品者様の商品をより確実・

迅速に購入者にお届けできるよう、セキュリティ体制や安全対策の

整備を徹底。購入者への細やかなサービスにもお応えしています。

安心のAmazonクオリティ

例 ： FBA利用時の検索結果ページ

例 ： FBA利用時の商品詳細ページ

自社サイトや他のショッピングモールでの販売分まで、

すべての出荷・配送作業をAmazonが代行いたします。

複数の販売チャネルをご利用の出品者様にさらに便利なソリューション 「FBAマルチチャネルサービス」

「複数のショッピングモールや自社サイトの出荷作業を、まとめて

委託したいが採算が合いそうもない」

「繁忙期と通常期の出荷量の変動が激しく、作業人員や保管

スペースの調整が難しい」

Eコマースを手掛けるうえで一度は抱えるそんな悩みを、FBA

マルチチャネルサービスが解決します。

代金引換決済にも対応

「お急ぎ便」
「お届け日時指定便」にも対応

出荷作業を一括アウトソーシング

無地のダンボールで出荷

注文保留機能による売り越し防止

FBAと同様、1商品1点からご利用可能

フルフィルメント by Amazon（FBA）のご紹介

● 1商品からご利用可能

● 商戦期や年末年始だけといったスポット利用も可能

● 初期投資・固定費は不要

● 配送料も含まれたリーズナブルな料金体系

● 高度なセキュリティ体制と安心の保管システム

● 24時間365日、注文処理から出荷までスピーディーに対応

● 出荷コストを削減

● ギフトラッピング・メッセージにも対応

● 配送後のカスタマーサービスや返品受付もAmazonが対応

● 「Amazonプライム」対象に

● 国内への通常配送無料（一部除く）

● 「当日お急ぎ便」「お急ぎ便」
　 「お届け日時指定便」にも対応可能

● 出品商品の表示が上位に

● ショッピングカートボックスの獲得率UP

● 最短のお届け日を表示

● さまざまな決済方法に対応

FBAについて詳しくは、http://fba.amazon.co.jp をご覧ください。

注文 受注

商品の
出荷・発送

出荷依頼

FBAマルチチャネルサービス

Amazon出品サービス ×（集客力・販売力）
フルフィルメント by Amazon

（販売促進力・配送力）

Amazon.co.jp での販売力の最大化

サービスの流れ
出品者様

購入者

Amazonフルフィルメントセンター（FC）

FCで商品を安心保管

商品を納品

受注管理 出荷業務 カスタマーサービス

すべて
Amazonに
お任せ！

納品コストを効率化する、

「FBAパートナーキャリア」もご利用可能

FBAの料金は、出品者様の商品を保管管理する在庫保管手数料（商品サイズ［体積］・保管日数で日割り計算）と、販売時の出荷・梱包・配送に対して

課金される配送代行手数料（個数および重量にて計算、全国配送料含む）の2つからなります。初期の設定費用や固定費不要でリーズナブルな

料金体系です。

在庫保管手数料
商品サイズと保管日数に応じた手数料

配送代行手数料 FBA料金＋ ＝
出荷作業手数料＋発送手数料＋発送重量手数料

料金体系の詳細とシミュレーションを http://fba.amazon.co.jp でご覧いただけます。

FBAご利用のメリット

FBAの料金体系  費用は使った分だけ

カテゴリー
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

絞り込み

商品名
-----------------------
-----------------------

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

￥32,400 プライム
通常配送無料

商品名
-----------------------
-----------------------

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

￥15,000

商品名
-----------------------
-----------------------

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

￥9,500

マイストア ｜ ギフト券 ｜ タイムセール ｜ 出品サービス ｜ ヘルプ ｜

Amazonポイント ：

マイストア ｜ ギフト券 ｜ タイムセール ｜ 出品サービス ｜ ヘルプ ｜

Amazonポイント ：

￥32,400 -------------
----------------------

カートに入れる

カートに入れる

1-Click注文を有効にしてください

￥31,500
--------------
-----------------

カートに入れる￥33,000
--------------
-----------------

こちらからもご購入いただけます

￥32,400　通常配送無料

購入者

Amazon
フルフィルメントセンター

出品者様

自社のオンラインサイトや

オンラインショッピングモール店舗など

（Amazon以外の販売経路）
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Amazonでは、日本での出品サービスや海外販売だけでなく、物流サービスやクラウドコンピューティング、広告サービス、金融・決済サービスと

いったさまざまなサービスをご提供しています。さまざまな側面から出品者様を総合的にサポートし、一貫性のあるビジネス拡大支援を

目指しています。

さまざまな商品に対応し、優れた販売効果を生み出すAmazon出品サービス。Amazon.co.jpは、老舗企業様から勢いあるベンチャー企業様まで、

また、実店舗も運営されている出品者様から、Eコマース事業に特化されている出品者様まで、幅広くご利用いただいています。圧倒的な集客力、

さまざまなソリューション提案をはじめとするAmazonの魅力や、利用開始のきっかけ・活用方法などについて、実際にご利用されている出品者様

の声を集めました。

出品者様を総合的にサポートする
幅広いAmazonのソリューション

幅広い出品者様に支持される理由

インターネット販売を始めた当初は、１日中出荷作業にかかりきりになる
こともありましたので、Amazonマーケットプレイスに出品を開始するに
あたりフルフィルメント by Amazon （FBA）の活用は必須と考えていました。
今では自社サイト分の在庫もまとめてAmazonに預け、FBAマルチチャネル
サービスを利用して出荷しています。
弊社の場合は自社で運送会社と交渉した配送料よりも、FBAマルチチャネル
サービスの手数料の方が安いという結果になったため、他のEコマース
サイトでの受注分にも使い始めています。計画的に在庫を積み増す
こともできますから、繁忙期でも少人数で対応でき、倉庫費や人件費、配送料
などトータルな物流コストの削減と、スピーディーな出荷が実現できています。

株式会社エランド
Web事業課 課長
福山 学 様

Amazonマーケットプレイスではフルフィルメント by Amazon（FBA）を
利用しながら売上を伸ばしてきました。その後、アメリカでも簡単に販売
できることを知って、Amazon.comでも販売を開始しました。海外での販売
は大企業のものと諦めていましたが、Amazonでは小規模からできると
わかり、まずは出品してみようと思ったのです。Amazon.comのシステムは、
日本のAmazon.co.jpとほとんど同じですし、出品管理ツールのセラー
セントラルの機能や、画面構成もそれほど変わらず、Amazon.co.jpでの
販売に慣れていれば、わかりやすいと思います。国内と同じような感覚で、
海外にも販路を広げられる意味は大きいと思います。

桑野新研産業株式会社
代表
桑野 弘共 様

海外での販売が
小規模からできると知り、
まずは出品してみようと思いました

トータルでの
コストの削減も実現

出品サービス

※　サポートには、お取り扱い商品数などの条件があります。詳細につきましては別途お問い合わせください。

Amazon出品サービスは日本だけでなく、アメリカやヨーロッパなど世界10カ国

で展開されています。特にAmazon.com （アメリカ）への販路拡大については、

専任チームがアカウント登録や商品登録などをサポートさせていただく

ことも可能。※
　 Eコマースによる海外戦略をお考えであれば、Amazonを

通じた海外販売をぜひご検討ください。（詳細は、14・15ページをご参照

ください）

海外販売（グローバルセリング）

金融・決済サービス

自社Eコマースサイト上で、購入者がAmazon

アカウントに登録された情報（住所・クレジット

カード）を利用して、最短2クリックで会員

登録や購入決済ができるソリューションです。

注文時、会員登録時の離脱率を改善し、自社

Eコマースサイトのビジネスをサポート

します。

Amazonログイン & ペイメント

すでにAmazon出品サービスをご利用いた

だいている出品者様へ、さらなるビジネス

拡大の支援として短期運転資金型ローンを

提供します。Amazonでの出品数増加や在庫

拡充にご利用いただけます。お手続きは

Amazonの出品用アカウントを使用するため、

シンプルでタイムリーな資金調達が可能と

なります。

※　Amazonマーケットプレイスで実績が認められた法人の

　　販売事業者様に個別にご案内させていただきます。（招待制）
※　ディスプレイ広告は、現在一部の出品者様に限定して

　　公開しております。

Amazonレンディング

実際にヴィレッジヴァンガードの商品をAmazonマーケットプレイスで
販売してみて、広告を出さなくても商品が売れていくことに驚いています。
また、Amazonのシステムの安定性に信頼感がありますし、マーケティング
分析ツールや売れ筋商品のお客様への情報提供なども追加費用無しで
利用でき、販売を促進するサポートがしっかりしているという印象です。
また、フルフィルメント by Amazon（FBA）やFBAマルチチャネルサービス
など、販売力を伸ばすためのサービスも追加できるので、ビジネス拡大の
可能性がまだまだあると感じています。今後、もっと商品数を増やし、売上
を伸ばしていきたいと思います。 

株式会社Village Vanguard Webbed　
代表取締役
平野 貴和 様

販売促進をしっかり
サポートしてくれる
Amazonマーケットプレイス

おもちゃ・ミュージック

バラエティ雑貨

Amazon マーケットプレイスの販売力に期待して出品しましたが、他の
Eコマースサイトと比べて販売開始後の売上の伸びが一番早かったの
がAmazonです。販売を開始して約1年で弊社の売上の30％以上を
Amazonが占めるようになりました。
新商品を掲載する際に、他のEコマースサイトとほぼ同時に掲載しますが、
Amazonはお客様の反応が一番速いように感じます。フルフィルメント 
by Amazon（FBA）も売れ筋商品や、競合がない商品などを選んで活用して
います。FBAにマッチした商品は売上が伸びるので、これからも活用して
いきたいと思います。

株式会社プラスワイズ　
代表取締役
中川 勇太 様

FBAも活用し、
約1 年で全売上の30％以上が
Amazonに

ホーム&キッチン

Amazon でも食品を販売できることを知り、販売の手間が少ないこと、
そして集客力に魅力を感じ、Amazonマーケットプレイスに出品を始め
ました。カスタマーレビューで良い評価をいただくにつれ、順調に売り上げを
伸ばしています。品質には自信がありましたので、あまり知られていない
商品でも、良い商品とわかっていただければ売れることがわかりました
し、自社のオリジナル商品を多くのお客様に喜んでいただいていること
は、とても励みになります。非常食はこれまで、防災の日などの特定の時期
にしか販売する機会がなかったのですが、インターネット販売であれば
時期に関係なく、年間を通じて販売することができるのもうれしい点です。

株式会社 東和食彩
社長
太田 久美子 様

オリジナル商品を
多くのお客様に喜んでいただいて
いることが励みに

食品

cheero事業部を立ち上げ、少人数でも運営可能な販売システムがある
Amazonマーケットプレイスで販売を開始しようと考えました。
Amazonで販売開始後、売上は半年間で約20倍になりました。
Amazonアソシエイトプログラム（アフィリエイト）によって、多くの
ブロガーさんに商品をご紹介いただき、広告費を投資することなく、自社
商品の知名度を上げることができたことが成長要因の一つです。
また、フルフィルメント by Amazon（FBA）のおかげで大きなコスト
ダウンと作業負担の軽減が可能となりました。一時は、社員全員で１日中
商品発送を行っていた時期もありましたが、FBAのおかげでメーカーに
とって最も大切な開発などに注力できるようになりました。

ティー・アール・エイ株式会社
cheero事業部 ディレクター 兼 CHEERO USA Inc. CEO　
東 潤 様

Amazonマーケットプレイス
出品後、
売上は半年間で約20倍に

家電・パソコン・周辺機器

服＆ファッション小物

出品者様の声 Amazonのソリューション一覧

出品者様の販売システムとAmazonとを直接連携させる統合型のWeb

サービスAPI。Amazon MWSをご利用いただくことで、販売管理や在庫管理

の効率化、コストの削減、購入者へのカスタマーサービスの向上など

さまざまなメリットが見込めます。

AmazonマーケットプレイスWebサービス（MWS）

▼  https://developer.amazonservices.jp

FBAのメリットを、自社サイトや他のショッピングモールでも活かして

いただけるのが、FBAマルチチャネルサービス。複数の販売チャネルを

ご利用の出品者様が、Amazon以外の販売経路で売れた商品の出荷・配送・

在庫管理までをAmazonが代行して運用する物流サービスです。

（詳細は、17ページをご参照ください）

FBAマルチチャネルサービス（MCF） 

Amazonの有する配送システムを駆使して、商品の保管から注文処理・梱包・出

荷・配送・返品に関するカスタマーサービスまでを出品者様にご提供する

サービスです。出品者様の物流に関する手間やコストを削減し、迅速・丁寧

で購入者の信頼を得られる配送サービスのご提供を目指します。（詳細は、

16・17ページをご参照ください）

フルフィルメント by Amazon（FBA） ▼  http://fba.amazon.co.jp

広告サービス

Amazon出品サービスの出品者様が利用できる

広告サービスです。広告がクリックされた場合

のみ料金が発生するクリック課金型広告で、

購入者に見てもらいたい新商品やセール商品など

を検索結果トップページなどにスピーディー

に露出拡大することが可能です。広告掲載

したい「商品の選択」と「広告予算の設定」だけで、

適切なターゲットに対して広告を掲載する

「オートターゲティング」機能など、簡単な手続き

だけで効果的な広告展開が可能になります。

Amazon スポンサー プロダクト

アマゾンメディアグループ（AMG）では、広告媒体
としてのAmazon.co.jpの商品企画、運用および営業
活動を担当しています。PCでは月間で約2,000万人、
モバイルでは2,500万人以上のお客様にリーチし、
性別や都道府県、ライフスタイル、閲覧・購買履歴
などをもとに高度なターゲティングを可能にする
強力なマーケティング・プラットフォームです。

アマゾンメディアグループ（AMG）
▼  http://sp.amazon.co.jp

▼  http://www.amazon.co.jp/

  b?ie=UTF8&node=2437587051

Amazon出品サービスの出品者様が、自社の
ブランディングや商品のプロモーションをす
るために利用できるセルフサービス型の広告
サービスです。より多くの広告枠に広告を
掲載したい、新しいお客様層にリーチしたい、
期間限定のセール告知を行いたいなど、広告
目的に応じた使い方が可能です。

Amazon ディスプレイ広告

▼  http://aws.amazon.com/jp

クラウドコンピューティング

アマゾン ウェブ サービス （AWS）は、Amazon
が開発したクラウドサービス。Eコマース、
ビッグデータ処理、社内業務サーバーなど、用途
に応じて必要なサービスを組み合わせ、オン
デマンドかつ低コストでお使いいただけ
ます。国内でも20,000を超えるお客様に
ご利用いただいています。

アマゾン ウェブ サービス （AWS）
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販売開始までに必要なステップは４つだけ。出品用アカウント登録後、すぐに商品登録して販売を開始できます。
Amazon出品サービスに関する情報を一元管理

Amazon出品サービスでは、「セラーセントラル」という出品管理ツールを使用して、商品登録、在庫管理、出荷管理、売上データ分析、アクセス

分析、各種設定変更など、出品に関するデータを一元管理できます。また、出品に関するAmazonへのお問い合わせもセラーセントラルを通して

行うことができます。さらに、トップ画面ではAmazonから随時更新される、品薄商品の情報、週間売上TOP1000アイテム、出品推奨商品情報、

新機能や機能更新リリースのご案内など、販売促進や作業効率向上に役立つ情報にアクセスできます。

契約準備から販売開始まで

Amazonでは、さまざまなお問い合わせにお答えする窓口や無料サポートをご用意しています。各種テクニカルサポートやレポートを

ご利用いただくことで、Amazonでの販売機会の拡大に役立てるようサポートします。

■ サポート体制

出品管理ツール「セラーセントラル」のご紹介

出品者様のあらゆるご質問に、専任スタッフが

電話またはメールで丁寧に対応します。また、

セラーセントラルにあるヘルプページには、基本

的な操作マニュアルや売上増加のヒントなどが

掲載されています。なお、電話営業時間外のお問

い合わせはEメールのみでの受付となります。

テクニカルサポート

FBAご利用商品の配送状況のお問い合わせ

や返品対応などを、購入者から高い評価を

得ているAmazonカスタマーサービスが出品

者様の代わりに行います。

Amazon.co.jpの出品者様に対して、Amazon

マーケットプレイスWebサービス（MWS）を

無償で提供。WebサービスAPIを使用し、出品

者様のシステムを直接連携させることで、出品

管理や在庫管理の効率化、コスト削減、カスタ

マーサービスの向上、自社サイトの一元管理

などのさまざまなメリットが見込めます。

販売運営支援ソリューション

出品管理ツール「セラーセントラル」を活用することで、出品者様はAmazon.co.jpで販売している商品の各種データをご利用いただけます。

■ レポート機能

出品商品数や閲覧回数、購入数、売上、また

ショッピングカート獲得率が商品別で確認

できるほか、出品者様の出品数全体での

推移も確認できます。

ビジネスレポート

出品者様の出品情報を元に、Amazonへの出品

に役立つ情報をセラーセントラルやメールを

通してお届けします。

出荷の遅延や注文キャンセル、お客様からの

質問への回答時間、顧客満足度指数、購入者

からの評価がチェックできます。

パフォーマンスAmazon出品コーチ

電話窓口： 9：00〜18：00（土日祝は除く）

Eメール： 24時間 365日受付

カスタマーサポート代行サービス
（FBA商品のみ利用可能）

※1　FBAについては16・17ページをご参照ください。

※2　Amazon スポンサー プロダクトについては9ページをご参照ください。

注文状況がトップページからもわかります。 トップページにはAmazonからのお知らせが随時掲載されます。

Amazon
出品コーチ
出品に関するヒントや、
商品データに関する
注意点などをお知らせ
します。

契約準備
契約に必要なもの （出品用アカウント登録）

アカウント登録 初期設定 出品商品登録

ウェブ上で15分程度で完了。

１ヵ月ごとの自動更新契約で、

解約はいつでも可能です。

■メールアドレス

■銀行口座

　（売上代金の振込）

■クレジットカード

　（法人または個人名義でも可）

■特定商取引に関する表記

■配送料設定など

フォームに入力するだけで

簡単に出品できます。

・商品登録

・在庫管理
・FBA＊1

　 納品作業
・プロモーション管理
  など出品状況に関する情報を管理できます。

受注処理など注文に関するデータを管理でき
ます。管理データはテキスト（text）形式ファイル
にも抽出可能です。

・登録情報の設定・変更
・配送料設定
・出品者様情報・ロゴ設定
  など出品に関する設定を管理できます。

「Amazon出品」モバイルアプリケーション（iOS/Android対応）

「Amazon出品」モバイルアプリケーションは、出品者様のAmazonでの出品をスマートフォンやタブレットで管理し、ビジネスの成長
を効率的に支援するアプリです。モバイルアプリの機能をご利用いただくと、よりシンプルな出荷処理や、出品中の商品

の管理、購入者からの質問への素早い回答が可能となり、新しい販売機会を迅速に捉えることができます。

Amazon スポンサー プロダクト＊2
　 を利用して、

クリック課金型キーワード広告を出すことが可能。
・広告を出す商品選択
・キーワード選択

・入札額/予算の設定
などをここで行うことができます。

在
庫

注
文 ・購入者からの評価

・顧客満足度指数

・満足度向上に対する情報 （パフォーマンス通知）
  などが確認できます。

レ
ポ
�
ト

広
告

パ
フ
�
�
マ
ン
ス

設
定

・受注処理決済期間中の売上
・訪問者数･転換率
･商品毎の売上
  などのデータ分析が行えます。

FBA＊1
　 利用時であればFBA関連の各種レポートも

抽出可能です。

step 1 step 2 step 3 step 4

販売開始

Amazon出品サービスの契約はとても簡単。オンラインでスピーディーに契約が可能です。

契約後は出品する商品を登録するだけで販売が開始できるシンプルな流れです。

契約の際は下記の3点をご用意ください

①メールアドレス
②銀行口座

（売上代金の振込用）

③クレジットカード
（法人または個人名義でも可）

Amazon出品サービス



Amazon出品サービスに関するよくある質問

■出品商品について
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世界に広がるAmazon

1995年7月にアメリカ ワシントン州シアトルにて現CEOのジェフ・ベゾスが

Amazonを創業し、日本においては、2000年11月からサービスを提供しています。

現在ではアメリカをはじめ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、日本、中国、

イタリア、スペインなど14ヵ国に展開しています。

全世界での売上は、合計1,070億ドル（2015年）を超え、Eコマースのグローバルカン

パニーとして多くのお客様にご利用いただいています。

Amazonは、「地球上でもっとも豊富な品揃え 〜オンライン上で求められるあらゆる

ものを探し、発見でき、購入できる場を創ること〜」、「地球上で最もお客様を大切に

する企業であること〜お客様からスタートし、常にお客様の立場で考えること〜」

という、創業時から掲げている理念の実現に注力してきました。これからもこの

理念のもと、長期的な視野で革新性を持って「品揃え」「価格」「利便性」を強化して

参ります。

創設者・CEO

ジェフ・ベゾス

出品（販売）できない商品はありますか？

出品前に、出品許可が必要な商品カテゴリーや出品禁止商品を

下記ウェブサイトにてご確認ください。並行輸入、個人輸入代行

およびそれに類似する形態による出品は、一部の商品カテ

ゴリーを除いて禁止されています。また、それに類似する形態

の事業を行っている場合は出品をお断りする場合があります。

http://services.amazon.co.jp/support/sell-on-amazon-faq.html
※並行輸入商材の出品が可能な商品カテゴリーにおいても、事前審査が必要な商品や、特別な
出品ガイドラインを設けている商品があります。出品禁止商品、各商品カテゴリーの商品登
録規約をご確認の上、出品規約を遵守してご出品いただけますようお願いいたします。

医薬品・健康食品は出品できますか？

要指導医薬品及び第1類医薬品は出品できません。また薬事

法、その他の法令や省庁ガイドライン等に適合しない輸入品

（個人による輸入）や、個人輸入代行およびそれに類似する形

態による販売は行えません。

指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品を出品する場合

は、Amazon出品（出店）サービスから事前に出品許可を受ける

必要があります。また、薬事法施行規則等の関連法令に基づい

た表示を出品者情報ページに記載する必要があります。

Q Q

A A

■商品登録について

登録する商品名や商品画像に規定はありますか？

Amazon.co.jp では、共通のブランドイメージを保つため商品名

や商品画像にはガイドラインを設けています。商品を新規登録

する際はあらかじめ商品登録ガイドラインをご確認の上、

ガイドラインに沿った商品ページの作成をお願いいたします。

※Amazonでは、1商品1ページのサイト構成のため、出品者様が新規作成した商品ページに
Amazon直販部門や他の出品者様が出品する場合があります。あらかじめご了承ください。

配送料無料でなければ販売できませんか？

出品者様の定める配送料で販売いただけます。全国13 地域別

の配送料設定が可能です。ただし、本・ミュージック・DVD・

ブルーレイ・VHS 商品については、Amazon が定める配送料と

なります。（海外への配送料設定も可能です）

Q Q

A A

■その他

自社システムとの連携はできますか？

商品登録や注文処理などのデータ送受信を自動化する下記の

2種類の方法をご用意しています。

・AmazonマーケットプレイスWebサービス（MWS）：

出品、注文、決済、レポートなどのデータ交換を支援する統合

Web サービスAPI

・Amazon Merchant Transport Utility（AMTU）：

MWS を利用し、ファイルの送受信を自動化するツール

詳しくは https://developer.amazonservices.jpをご参照の上、担当

営業、もしくは http://services.amazon.co.jp の「お問い合わせ」

からご相談ください。

購入者に販売促進のためのメールを送ることは
できますか？

Amazon.co.jp 上の取引で取得した購入者の個人情報を販売促

進活動（メールマガジン配信など）に使用することは禁止して

います。

Q Q

A A

海外へ商品を発送できますか？

出品者様による海外発送は、出品管理ツールで有効に設定

することができ、ご利用には追加の手数料はかかりません。

※海外の購入者からのお問い合わせには英語で回答いただくようになります。海外発送を
有効にする前に、英語での対応や輸出可能な商品を確認するなどの準備が必要になります
のでご注意ください。

商品の一括登録はできますか？

可能です。Excel 形式の一括登録ファイルを無料で提供して

います。出品管理ツール「セラーセントラル」の「ヘルプページ」

から「在庫ファイル」をダウンロードの上、ご利用ください。

Q Q

A A

酒類は出品できますか？

ご契約前に一般酒類小売業免許の免許番号をAmazon 出品

サービス担当営業までお知らせいただく必要があります。

確認の上、販売の可否をご連絡いたします。
※一般酒類小売業免許番号は、ご出品の際に出品者情報ページで掲載

および公開する場合があります。

アダルト商材の販売について制約はありますか？

原則として、アダルト商品の販売は禁止していますが、Amazon 

出品サービスが販売を許可したコスチューム、セクシーラン

ジェリーまたは、Amazon の直販部門が作成した商品ページが

存在する商品に限り出品が可能です。　 　
※販売開始前に必ず、出品規約・ガイドライン・商品登録のルールを

ご確認の上、商品登録規約の遵守をお願いいたします。

Q Q

A A
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