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1.0 目的  

このドキュメントでは、日本での納税義務があることを明示している出品者の消費税計算に適用される計算方法に

ついて説明します。  

Amazonの税額計算サービスをご利用になる前に、この税額計算方法を注意深くお読みください。すべての計

算の正確性、税金の報告、および税金に関連したその他の義務についての責任は、出品者が負うものとしま

す。納税義務を判断する際にサポートが必要な場合は、税務専門家に相談してください。  

2.0 概要  

Amazonは、出品者が行った納税義務の設定に基づいてのみ消費税の計算を行います。Amazonは、日本国

外の管轄の税金計算は行いません。  

Amazonはサードパーティの計算エンジンであるVertex Indirect Tax O Seriesを使用して、日本での消費税

計算を行います。  

このサービスには、消費税に関連した以下の機能が含まれます。  

• 消費税率  

• 課税管轄の判断  

• 税抜価格のロジック：  

o つまり、消費税を出品者の税込表示価格に基づいて計算する方法  

• 商品固有の税率計算をサポートする課税コード(PTC)：  

o たとえば、課税対象商品と課税対象外商品  

• 出品者出荷のデフォルトの発送元住所を1つだけ指定する機能;  



• ASIN/SKUレベルの課税コード(PTC)を設定する機能  

• 消費税計算レポート  

• 輸出品出荷の免税の計算  

現在このサービスには、以下の計算機能およびその関連機能のサポートは含まれません。  

• 出品者出荷に複数の発送元住所を指定する機能  

• PrimeNowトランザクションの計算  

• デジタル商品およびサービスの計算  

• 商品の輸入で発生する関税の計算：  

o たとえば、中国から日本に輸入された服飾品  

• トランザクション後の税額計算またはレポートの修正  

Amazonの税額計算サービスは、出品者の税の設定に依存します。情報と設定が常に正確であることを保証する

全責任は、出品者にあります。Amazonは、サービスによって算出される税額計算が常に正確であることを表明ま

たは保証せず、出品者によって提供された情報を確認または修正する義務はありません(ただし、独自の裁量により

確認または修正する場合があります)。  

 

3.0 出品者の納税義務の設定  

出品者は、自身で消費税義務のステータスを指定することができます。出品者が納税義務があることを明示する場

合、Amazonは出品者アカウントの関連した税の設定に従って消費税を計算します。納税義務のある出品者は、

Amazon Businessのお客様に、税込価格と税抜価格も表示します。  



納税義務がないことを明示する出品者については、Amazonは消費税を計算せず、税抜価格も表示しません。  

出品者は、納税義務の設定を消費税の設定のアカウント情報で確認できます。  

3.1 大口出品者アカウント  

すべての大口出品者アカウントは納税義務があるものと自動的にみなされます。出品者の納税義務の設定は、消

費税の設定でいつでも変更できます。  

3.2 小口出品者アカウント  

小口出品者アカウントは納税義務がないものと自動的にみなされます。小口出品者の納税義務の設定は、消費

税の設定でいつでも変更できます。  

4.0 納税管轄の判別  

Vertexの管轄選択ロジックでは、トランザクションに関連する以下の3つの詳細の情報を使用して、納税の管轄を

判別します。  

 納税義務のステータス  

 発送元住所  

 発送先住所  

 

4.1 発送元住所：  

A：フルフィルメントby Amazon(FBA)を利用して発送する商品税額計算のため、商品の発送時に行われる最

終税額計算では、Amazonフルフィルメントから行われる発送の、実際の発送元住所が使用されます。  

B. 出品者出荷商品：税額計算のため、出品者出荷の場合は、税金の設定で指定されているデフォルトの発送



元住所が使用されます。  

4.2 発送先住所：  

発送先住所には、購入者が指定した国、都道府県、市町村、および郵便番号の情報が使用されます。税額計

算サービスは、購入者が指定した住所と一致することが最も信頼できるとシステムが判断する管轄に基づいて税を

計算します。  

注： 消費税は、日本国内に出荷される注文に対してのみ計算されます。  

5.0 課税コード(PTC)の割り当て  

システムのデフォルトでは、標準税率のPTC (A_GEN_STANDARD)が出品者のデフォルトPTCとして設定され、

日本に出荷される商品に対して標準の消費税率が適用されます。出品者のデフォルトのPTCは設定できません。

出品者が非課税の商品を出品した場合、ASINレベルで非課税PTC (A_GEN_NOTAX)を設定できます。

ASINレベルのPTCの割り当ては、出品者のデフォルトのPTCよりも優先されます。  

注： すべてのPTCが税額計算で有効になるよう、セラーセントラルヘルプページで表示されるとおりに正しく入力す

る必要があります。PTCが無効な場合は税額計算で無視され、出品者のデフォルトのPTCが使用されます。  

5.1 ASIN レベルの課税コード(PTC)の割り当て  

ASINレベルのPTCを、在庫管理内の出品レベルで設定することができます。課税コードの設定では、次の2つの

PTCを設定できます。  

A_GEN_STANDARDでは8%の消費税率が生成されます。  

A_GEN_NOTAXでは0%の消費税率が生成されます。  



6.0 税抜/税込価格の判別  

Amazonの税額計算サービスでは、出品者から提供された税込販売価格(「表示価格」)、出品者の納税義務の

ステータス(納税義務または非課税)、PTCを使用して、税抜価格(「税抜価格」)を算出します。  

6.1 税抜価格の計算： 出品者は、日本のマーケットプレイスの購入者を対象とした商品表示価格を提示する

必要があります。 そのため、表示価格に基づいた税の計算は通常、次のように行われます。  

 出品者に日本での納税義務がある場合、Amazonは日本での商品の税率を使用して、税抜価格を算出しま

す。  

o 課税対象商品の例： 納税義務のある出品者がAmazon.co.jpで商品を1080円で出品する場合、その消

費税対象商品は次の税抜価格で表示されます。 1080円/ (1 + 0.08) = 1000円(税抜価格)  

o 課税対象外の商品の例： 納税義務のある出品者が、Amazon.co.jpで課税対象外の商品を1080円で

出品する場合、その消費税対象商品は次の税抜価格で表示されます。 1080円/ (1 + 0.00) = 1080円

(税抜価格)  

出品者が納税義務なしと設定されている場合、消費税額の計算は行われず、税抜価格は表示されません。 

注：Amazon Businessの出品者上記のロジックは、Amazon Webサイトで、Amazon Businessショッピ

ングエクスペリエンスの一部としてAmazon Businessのお客様に表示される、商品の税抜価格を算出するために

使用されます。  

7.0 付加料金：  

A. プロモーション： プロモーションは税込定額です。つまり、税込プロモーション金額は、最終的に税込販売価格

を計算するときにのみ決定されます。プロモーションに対して計算される税額は、その商品に関連付けられている税



率に従います。税込プロモーション価格が算出された後、商品に関連付けられている税率を使用して、税抜プロモ

ーション価格を算出します。  

例： 納税義務のある出品者がAmazon.co.jpで商品を1080円で出品し、その商品を10%のプロモーション 

で購入者に販売するとします。 税抜商品価格の計算：1080円/ (1 + 0.08) = 1000円 税込商品プロモ

ーションの計算：1080円* 0.10 = 108円 税抜商品プロモーションの計算：108円/ (1 + 0.08) = 100

円 最終税込商品価格の計算：1080円-108円= 972円  

B. 配送料： 日本での配送料は、国外への配送を除き、常に課税対象として扱われます。配送料は税込定額

です。つまり、消費税の結果によって配送料が変わることはありません。  

例： 納税義務のある出品者が、日本国内の購入者に商品を発送します。この場合、消費税が発生します。  

日本の購入者への税込定額配送料：500円 税抜配送料の計算：500円/ (1 + 0.08) = 463円  

納税義務のある出品者が、米国在住の購入者に商品を発送します。この場合、消費税はかかりません。  

米国の購入者への税込定額配送料：500円 税抜配送料の計算：500円/ (1 + 0.00) = 500円 

注: 複数個の注文の場合、配送料は均等に按分されて、１個分の配送料から税額が計算されるため、

出荷合計レベルから計算すると誤差が生じることがあります。 

C. ギフト包装料： 日本でのギフト包装料は、国外への配送を除き、常に課税対象として扱われます。ギフト包

装料は税込定額です。つまり、消費税の結果によってギフト包装の価格が変わることはありません。税抜ギフト包装

料の場合のみ、トランザクションによって価格が変わる場合があります。  

例： 納税義務のある出品者が商品をギフト包装し、国内に住む購入者に商品を発送します。この場合、消費

税が発生します。  



日本の購入者への税込定額ギフト包装料：308円 税込ギフト包装料の計算：308円/ (1 + 0.08) = 

285円  

納税義務のある出品者が、米国在住の購入者に商品を発送します。この場合、消費税はかかりません。  

米国の購入者への税込定額ギフト包装料：308円 税抜配送料の計算：308円/ (1 + 0.00) = 308円  

8.0 税額が計算される販売のタイミング  

消費税は、注文確定日に有効な税額計算ルールおよび税率を使用して、注文確定時に事前に計算されます。た

だし、購入者に実際に請求される税金は、支払い方法の請求が承認された時点の税額計算ルールに基づきま

す。 支払い方法の請求承認は、出荷方法に応じて、注文の送信直後に行われる場合と、商品の発送直前に行

われる場合があります。 注文確定日と支払い方法の請求承認日の間に、さまざまな要因が変わる可能性があり

ます。そのため、事前に計算された税額が、実際に請求される金額と異なる場合があります。例：税額計算ルール

または税率が変更されると、請求される消費税に増減が生じ、結果として利益価格にも増減が生じる場合がありま

す。  

注：税額は注文、出荷合計からの計算ではなく、１個分の価格から計算されます。 

例：税込価格が100円の商品を10個買った場合、１個分の価格に対して税額が計算されますので、合計税額

は70円、税抜価格は930円となります。配送料は、税込価格648円から１個分の配送料が割り出され、その金

額から税額が計算されますので、合計税額は50円、税抜価格は598円となります。 

 

商品価格 税抜 税 配送料 税抜 税

１個分から計算した場合 1,000 930 70 648 598 50

合計から計算した場合 1,000 926 74 648 600 48



9.0 返金  

全額返金は税込みで処理されます。全額返金の税額計算は、関連する元の販売トランザクションの税額計算処

理に従います。  

一部返金は税抜きで処理されます。税額は、入力された返金額に基づいて計算されます。一部返金の税額計算

は、関連する元の販売トランザクションの税額計算処理に従います。  

例(一部返金)：  

出品者は、購入者に一部返金しようとしています。  

元の販売価格：1080円 税抜価格：1080円/ (1 + 0.08) = 1000円  

税額：80円  

一部返金額：500円  

一部返金の税額計算：500円* .08 = 40円  

税込返金額：540円  

購入者への返金処理は、商品がフルフィルメントby Amazon(FBA)によって配送されたか、出品者出荷によって

配送されたかによって異なります。 

 

9.1 FBAを使用した商品の出荷  

税額計算サービスは、購入者が返品を行う場合および購入者が返品を行わない場合の、返金と調整に関する税

額を計算します。たとえば、出品者は商品に対して一部返金を行うものの、購入者に返品を求めない場合がありま

す。  



注： Amazonは、任意支払/信用として指定された調整に対しては、消費税の計算を行いません。Amazonの

税額計算サービスでは、最初に販売されてから返品されるまでの期間を考慮せずに、物理的な商品の返品に対し

て税額計算を行います。  

9.2 出品者出荷商品：  

Amazonの税額計算サービスは、出品者がセラーセントラルから行うすべての返金に対して消費税を計算します。

このような返金はすべて、出品者の自由裁量で行われます。  

注： Amazonは、任意支払/信用として指定された調整に対しては、消費税の計算を行いません。  

10.0 消費税率の管理  

税率、税額計算ルールおよびロジックは、サードパーティのプロバイダーであるVertexによって提供されます。

Amazonは月末から約3～5日前に、Vertexから提供される月次更新を実装します。  

11.0 税額計算の有効化  

税額計算は、出品者が納税義務があることを指定するとすぐに開始されます。  

注： 設定が Web サイトに反映されて有効になるまでに、4 時間かかる場合があります。  

12.0 無効化  

出品者が税のステータスを、納税義務なしに設定したい場合は、税金の設定からいつでも変更できます。  

注： 設定が Web サイトに反映されて有効になるまでに、4 時間かかる場合があります。 


