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消費税対応 開発ガイド
（2019年5月27日付け 全出品者の消費税額計算開始に伴う仕様変更）



本ドキュメントでは

消費税額表示に伴い、レポートやAPIにどのように税額が入ってくるか、

また、どの項目が従来通り税込み価格で、どの項目が税抜き価格に変わるか、

サンプルをお見せしながらご案内いたします。

1. 税額表示に伴う仕様変更について (ペイメント関連)

・税抜き価格 と 税額への変更

2. 税額表示に伴う仕様変更について (注文関連)

・税込み価格 と 税額への変更

3. レポートの変更箇所 (ペイメント関連)

・決済レポート

・決済レポート (V2)

・決済レポート (XML)

4. APIの変更箇所 (ペイメント関連)

・ファイナンスAPI

ListFinancialEvents

ListFinancialEventsByNextToken

5. レポートの変更箇所 (注文関連)

・注文レポート (手動/定期)

・注文レポート (XML)

・FBA在庫出荷レポート

・全注文レポート

・全注文レポート (XML)

6. APIの変更箇所 (注文関連)

・注文API

ListOrderItems

ListOrderItemsByNextToken

7. 参考資料

・影響度 判別フローチャート

・各種レポート/API別の一覧表

・期間別レポート

・FAQ
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1. 税額表示に伴う仕様変更について (ペイメント関連)

ペイメント関連を中心とした一部のレポート/APIでは、
税額が表示されるようになり、税込み価格 → 税抜き価格への変更がございます。

■ ペイメント関連 (税抜き価格 と 税額 への変更)

影響のあるレポート/API:

決済レポート
_GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_

決済レポート (V2)
_GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2_

決済レポート (XML) 
_GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML_

ファイナンスAPI
ListFinancialEvents
ListFinancialEventsByNextToken

仕様変更に関連する項目のない以下APIは、影響ございません。

ファイナンスAPI
ListFinancialEventGroups
ListFinancialEventGroupsByNextToken
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* OriginalTotal は従来通り税込みのままです。



2. 税額表示に伴う仕様変更について (注文関連)

注文関連を中心とした一部のレポート/APIでは、
税額のみ表示されるようになります。

■ 注文関連 (税込み価格と税額に変更)

影響のあるレポート/API:

注文レポート
_GET_CONVERGED_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_
_GET_FLAT_FILE_ORDERS_DATA_

注文レポート (XML) 
_GET_ORDERS_DATA_

FBA在庫出荷レポート
_GET_AMAZON_FULFILLED_SHIPMENTS_DATA_

全注文レポート
_GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_
_GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_

全注文レポート (XML)
_GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_
_GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_

注文API
ListOrderItems
ListOrderItemsByNextToken

* 仕様変更に関連する項目のない以下レポート/APIは、影響ございません。

未出荷の注文レポート
_GET_FLAT_FILE_ACTIONABLE_ORDER_DATA_
保留中の注文レポート
_GET_FLAT_FILE_PENDING_ORDERS_DATA_
_GET_CONVERGED_FLAT_FILE_PENDING_ORDERS_DATA_

保留中の注文レポート (XML)
_GET_PENDING_ORDERS_DATA_
出荷レポート（フルフィルメント）
_GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_SHIPMENT_SALES_DATA_

注文API
ListOrders
ListOrdersByNextToken
GetOrder

フルフィルメントAPI
GetFulfillmentOrder
ListAllFulfillmentOrders
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* OrderTotal は従来通り税込みのままです。

* ItemPrice は従来通り税込みのままです。



3. レポートの変更箇所 (ペイメント関連)

決済レポート 決済レポート (V2)

_GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_          _GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2_

決済レポート (XML) 
_GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML_

<ItemPrice>
<Component>

<Type>Principal</Type>
<Amount currency=“JPY”>8000.00</Amount> 

</Component>
<Component>

<Type>Shipping</Type>
<Amount currency=“JPY”>500.00</Amount>

</Component>
<Component>

<Type>GiftWrap</Type>
<Amount currency=“JPY”>200.00</Amount> 

</Component>
<Component>

<Type>COD</Type>
<Amount currency=“JPY”>324.00</Amount> 

</Component>
<Component>

<Type>Tax</Type>
<Amount currency="JPY">640.00</Amount>

</Component>
<Component>

<Type>ShippingTax</Type>
<Amount currency="JPY">40.00</Amount>

</Component>
<Component>

<Type>GiftWrapTax</Type>
<Amount currency="JPY">16.00</Amount>

</Component>
</ItemPrice>
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SAMPLE

SAMPLE 1

CODは従来通り税込み価格

<ItemPrice>
<Component>

<Type>Principal</Type>
<Amount currency=“JPY”>8000.00</Amount> 

</Component>
<Component>

<Type>Shipping</Type>
<Amount currency=“JPY”>500.00</Amount>

</Component>
<Component>

<Type>Tax</Type>
<Amount currency="JPY">640.00</Amount>

</Component>
</ItemPrice>

<Promotion>
<MerchantPromotionID>test</MerchantPromotionID>

<Type>Shipping</Type>
<Amount currency="JPY">-500.00</Amount>

</Promotion>
税抜き価格のみ

Taxは表示されません

SAMPLE 2 プロモーション割引がある場合



4. APIの変更箇所 (ペイメント関連)

ファイナンスAPI
ListFinancialEvents
ListFinancialEventsByNextToken

<ItemChargeList>
<ChargeComponent>
<ChargeType>Principal</ChargeType>
<ChargeAmount>
<CurrencyAmount>8000.0</CurrencyAmount>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>

</ChargeAmount>
</ChargeComponent>
<ChargeComponent>
<ChargeType>Tax</ChargeType>
<ChargeAmount>
<CurrencyAmount>640.0</CurrencyAmount>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>

</ChargeAmount>
</ChargeComponent>
<ChargeComponent>
<ChargeType>GiftWrap</ChargeType>
<ChargeAmount>
<CurrencyAmount>200.0</CurrencyAmount>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>

</ChargeAmount>
</ChargeComponent>
<ChargeComponent>
<ChargeType>GiftWrapTax</ChargeType>
<ChargeAmount>
<CurrencyAmount>16.0</CurrencyAmount>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>

</ChargeAmount>
</ChargeComponent>
<ChargeComponent>
<ChargeType>ShippingCharge</ChargeType>
<ChargeAmount>
<CurrencyAmount>500.0</CurrencyAmount>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>

</ChargeAmount>
</ChargeComponent>
<ChargeComponent>
<ChargeType>ShippingTax</ChargeType>
<ChargeAmount>
<CurrencyAmount>40.0</CurrencyAmount>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>

</ChargeAmount>
</ChargeComponent>
<ChargeComponent>
<ChargeType>PaymentMethodFee</ChargeType>
<ChargeAmount>
<CurrencyAmount>300.0</CurrencyAmount>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>

</ChargeAmount>
</ChargeComponent>
<ChargeComponent>
<ChargeType>Tax</ChargeType>
<ChargeAmount>
<CurrencyAmount>24.0</CurrencyAmount>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>

</ChargeAmount>
</ChargeComponent>

</ItemChargeList>
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SAMPLE

<Promotion>
<PromotionType>PromotionMetaDataDefinitionValue</PromotionType>
<PromotionAmount>

<CurrencyAmount>-500.0</CurrencyAmount>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>

</PromotionAmount>
<PromotionId>test</PromotionId>

</Promotion>
<Promotion>

<PromotionType>PromotionMetaDataDefinitionValue</PromotionType>
<PromotionAmount>

<CurrencyAmount>-40.0</CurrencyAmount>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>

</PromotionAmount>
<PromotionId>test</PromotionId>

</Promotion>
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SAMPLE

<Promotion>
<PromotionIDs>test</PromotionIDs>
<ItemPromotionDiscount>300.0</ItemPromotionDiscount>
<ShipPromotionDiscount>432.0</ShipPromotionDiscount>

</Promotion>

<Promotion>
<PromotionClaimCode>_SITE_WIDE_</PromotionClaimCode>
<MerchantPromotionID>test</MerchantPromotionID>
<Component>

<Type>Principal</Type>
<Amount currency="JPY">-300</Amount>

</Component>
<Component>

<Type>Shipping</Type>
<Amount currency="JPY">-432</Amount>

</Component>

</Promotion>

Promotion SAMPLE   _GET_ORDERS_DATA_

Promotion SAMPLE   _GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_

5. レポートの変更箇所 (注文関連)

注文レポート
_GET_CONVERGED_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_
_GET_FLAT_FILE_ORDERS_DATA_

FBA在庫出荷レポート
_GET_AMAZON_FULFILLED_SHIPMENTS_DATA_

全注文レポート
_GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_
_GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_

注文レポート (XML) 
_GET_ORDERS_DATA_

全注文レポート (XML)
_GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_
_GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_

<CODCollectibleAmount>11664</CODCollectibleAmount>

<ItemPrice>
<Component>

<Type>Principal</Type>
<Amount currency="JPY">10800</Amount>

</Component>
<Component>

<Type>Shipping</Type>
<Amount currency="JPY">432</Amount>

</Component>
<Component>

<Type>GiftWrap</Type>
<Amount currency="JPY">108</Amount>

</Component>
<Component>

<Type>Tax</Type>
<Amount currency="JPY">800</Amount>

</Component>
<Component>

<Type>ShippingTax</Type>
<Amount currency="JPY">32</Amount>

</Component>
<Component>

<Type>GiftWrapTax</Type>
<Amount currency="JPY">8</Amount>

</Component>
<Component>

<Type>CODFee</Type>
<Amount currency="JPY">324</Amount>

</Component>
</ItemPrice>

SAMPLE



6. APIの変更箇所 (注文関連)

注文API
ListOrderItems
ListOrderItemsByNextToken

<ListOrderItemsResult>
<OrderItems>
<OrderItem>
<CODFeeDiscount>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>
<Amount>0.00</Amount>

</CODFeeDiscount>
<CODFee>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>
<Amount>324.00</Amount>

</CODFee>
<QuantityOrdered>1</QuantityOrdered>
<Title>Test</Title>
<ShippingTax>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>
<Amount>32.00</Amount>

</ShippingTax>
<PromotionDiscount>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>
<Amount>300.00</Amount>

</PromotionDiscount>
<ConditionId>New</ConditionId>
<IsGift>false</IsGift>
<ASIN>B0XXXXXXXX</ASIN>
<SellerSKU>Test</SellerSKU>
<OrderItemId>49XXXXXXXXXXXX</OrderItemId>
<PromotionIds>
<PromotionId>Test</PromotionId>

</PromotionIds>
<ShippingDiscountTax>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>
<Amount>32.00</Amount>

</ShippingDiscountTax>
<ProductInfo>
<NumberOfItems>1</NumberOfItems>        

</ProductInfo>
<QuantityShipped>1</QuantityShipped>
<ShippingPrice>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>
<Amount>432.00</Amount>

</ShippingPrice>
<ConditionSubtypeId>New</ConditionSubtypeId>
<ItemPrice>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>
<Amount>10800.00</Amount>

</ItemPrice>
<ItemTax>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>
<Amount>800.00</Amount>

</ItemTax>
<ShippingDiscount>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>
<Amount>432.00</Amount>

</ShippingDiscount>
<PromotionDiscountTax>
<CurrencyCode>JPY</CurrencyCode>
<Amount>22.00</Amount>

</PromotionDiscountTax>
</OrderItem>

</OrderItems>
<AmazonOrderId>249-XXXXXXX-XXXXXXX</AmazonOrderId>

</ListOrderItemsResult>
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SAMPLE
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以下に記載のあるレポート/APIを
現在利用されてますか？

注文レポート
注文レポート (XML) 
FBA在庫出荷レポート
全注文レポート
全注文レポート (XML)

注文API

ListOrderItems
ListOrderItemsByNextToken

7. 参考資料 1：影響度 判別フローチャート

以下に記載のあるレポート/APIを
現在利用されてますか？

決済レポート
決済レポート (V2)
決済レポート (XML) 

ファイナンスAPI

ListFinancialEvents
ListFinancialEventsByNextToken

NO

YES

NO

YES

YES

ご利用中のレポート/APIでは、

Taxの項目は、これまで0でしたが、

今後税額の実数が入ります。

Item priceは従来通り税込み価格ですが、

以下のようなケースに該当する場合は、ご注意下さい。

例) Price + Tax で税込み価格を算出している。

→ 出品者側で Tax が二重加算されないように改修が必要

パターン 1: 注文関連（税込み価格 + 税額）

NO

ご利用中のレポート/APIでは、

これまで税込み価格であった Principal が、今後は税抜き価格になります。

また、Taxの項目は、これまでAPIでは 0、レポートでは未使用でしたが、

今後税額の実数が入ります。

この変更に伴い、

①商品価格の算出には、Principal に 税額を加算する必要があります。

➁税額の算出には、Principal からの算出ではなく、Taxの項目をご参照下さい。

パターン 2: ペイメント関連（税抜き価格 + 税額）右記
パターン1
パターン2
両方に該当します

レポート/APIでは該
当しません

以下に記載のあるレポート/APIを
現在利用されてますか？

注文レポート
注文レポート (XML) 
FBA在庫出荷レポート
全注文レポート
全注文レポート (XML)

注文API

ListOrderItems
ListOrderItemsByNextToken

現在「消費税の設定」で「いいえ」を選択していますか？

消費税の設定はこちらから確認いただけます。（セラーセントラルへのログインが必要になります。）

YES NO
今回の変更の影響はありません。

https://sellercentral-japan.amazon.com/tax/jpenrollment/home?ref_=macs_xxjptax_cont_acinfohm
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7. 参考資料 2：各種レポート/API別の一覧表

* 一部、変更の無い箇所は省略しております。

APIの詳細につきましては、以下ページをご参照下さい。
https://services.amazon.co.jp/services/automation/what-is-mws/api.html

* 返金は、従来通り “税込み価格” のみの入力となりますので、TAX関連項目も未使用となります。

item-price item-tax shipping-price shipping--tax gift-wrap-price gift-wrap--tax promotion-discount
cod-collectible-

amount

payment-method-

fee

注文レポート 税込 税額 税込 税額 税込 税額 税込 税込 税込

FBA在庫出荷レポート 税込 税額 税込 税額 税込 税額 税込

全注文レポート 税込 税額 税込 税額 税込 税額 税込

Principal Tax Shipping ShippingTax GiftWrap GiftWrapTax PromotionDiscount CODCollectibleAmount CODFee

注文レポート (XML) 税込 税額 税込 税額 税込 税額 税込 税込 税込

全注文レポート (XML) 税込 税額 税込 税額 税込 税額 税込

Principal Tax Shipping ShippingTax GiftWrap GiftWrapTax
TotalAmoun

t
Promotion TaxDiscount COD COD Tax

決済レポート (V2) 税抜き 税額 税抜き 税額 税抜き 税額 税込 税抜き 税額 税抜き 税額

決済レポート 税抜き 税額 税抜き 税額 税抜き 税額 税込 税抜き 税額 税抜き 税額

決済レポート (XML) 税抜き 税額 税抜き 税額 税抜き 税額 税込 税抜き 税込

期間別レポート 税抜き 税抜き 税抜き 税込 税抜き 税抜き

Operation name ItemPrice ItemTax ShippingPrice ShippingTax GiftWrapPrice GiftWrapTax OrderTotal PromotionDiscount PromotionDiscountTax CODFee

ListOrders 税込

ListOrdersByNextToken 税込

GetOrder 税込

ListOrderItems 税込 税額 税込 税額 税込 税額 税込 税額 税込

ListOrderItemsByNextToken 税込 税額 税込 税額 税込 税額 税込 税額 税込

GetFulfillmentOrder 税込

Principal Tax ShippingCharge ShippingTax GiftWrap GiftWrapTax OriginalTotal PromotionAmount PromotionAmount (Tax)
PaymentMethodFe

e
Tax

ListFinancialEventGroups 税込

ListFinancialEventGroupsByNextToken 税込

ListFinancialEvents 税抜き 税額 税抜き 税額 税抜き 税額 税抜き 税額 税抜き 税額

ListFinancialEventsByNextToken 税抜き 税額 税抜き 税額 税抜き 税額 税抜き 税額 税抜き 税額

Report

ペイメント

API

ファイナンス

注文 / フルフィルメント

注文 / フルフィルメント

https://services.amazon.co.jp/services/automation/what-is-mws/api.html
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7. 参考資料 3：期間別レポート

・月次 トランザクションレポート (.csv)

・期間選択トランザクションレポート (.csv)

上記トランザクションレポートの合計額は、従来通り “税込価格” となりますが、内訳が必要な方は下記レポートをご参照ください。

トランザクションレポート SAMPLE

MWSでサポートされている Report Type ではございませんが、セラーセントラル > レポート > ペイメント >

期間別レポートから生成可能なレポートに一部仕様変更が適用されます。

上記トランザクションレポート内で、以下の項目が ”税込価格” から ”税抜価格” へ変更されます。

商品売上、配送料、ギフト包装手数料、プロモーション割引額、その他（代引き手数料）

1. 決済レポート

2. セラーセントラル > レポート > ペイメント > トランザクション > 期間のカスタマイズ (最大600件までダウンロード可)

トランザクション > 期間のカスタマイズ SAMPLE
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Q. 注文レポート (旧) (_GET_CONVERGED_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_) は今回の仕様変更の影響を受けますか？

価格、及び配送料は従来通り税込価格を表示しますが、合計に税抜き価格が表示されるようになります。

Q. 期間別レポートは、今回の仕様変更の影響を受けますか？

月次 トランザクションレポート、及び期間選択トランザクションレポートは、以下の項目が税込価格から税抜き価格に変更されます。詳しくは本ガイドのP10をご参照下さい。

商品売上、配送料、ギフト包装手数料、プロモーション割引額、その他（代引き手数料）

Q. Amazonに消費税抜きの価格を提供する必要はありますか？

いいえ。これまで通り消費税込みの価格をセラーセントラルの在庫管理、もしくはファイルにてご登録下さい。消費税額は、出品者様の納税義務の有無、非課税商品か否か、または送付先に基づい
て税込価格をもとに算出します。消費税額の算出方法につきましては、こちらをご参照下さい。
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/09/rainier/help/C-Tax_Calculation_Methodology_JP.pdf

Q.この仕様変更を適用しない方法はございますか？

ありません。

Q.納税義務の有無及び、税計算の方法について質問がある場合はどうしたらよいでしょうか？

Amazonは、出品者様の納税義務の有無や、出品者様の税計算の方法の妥当性について、ご案内することが出来ません。出品者様ご自身で税理士等、税金の専門家にご相談ください。

Q. 海外発送する場合に販売価格は変わりますか？

納税義務のある出品者様が海外へ発送する場合、設定されている税込み価格から税額が引かれた価格が購入者に請求されます。この場合、決済レポート/Finance APIにはTax項目が表示さ
れず、注文レポート/Order APIでは、税抜き価格が表示され、税額が0と表示されます。
海外発送に関する設定はこちらからご確認ください（ログインが必要です） 。
https://sellercentral.amazon.co.jp/sbr

Q. Amazonは出品者の代理人として、政府に消費税を納めることはありますか？

いいえ。Amazonは決済時、及び購入者への請求書に、消費税を表示するのみであり、出品者様の売上については、出品者様が政府に対して消費税を納める必要があります。

Q. 現在、外部の有償ツールを利用して受注管理をしていますが、仕様変更の影響をどのように判断すべきでしょうか？

Amazon Marketplace向けにツールやソリューションを提供している主要な外部企業に対し、Amazonは、今回の仕様変更に関する情報、改修に必要な資料を提供しております。ご不明点や
ご質問がございましたら、現在ご利用されているシステムを開発した外部企業様に直接お問い合わせ下さい。万が一、我々が把握していない外部企業様のシステムをご利用中で、当該外部企業
様が仕様変更に関する情報、改修に必要な資料をご入用の際には、本資料をご案内下さい。

Q. 今回の仕様変更は、仕様変更前に確定した注文情報にも影響を与えますか？

変更実施時点で既に発送された過去の注文情報、または変更実施前に確定した注文情報は影響を受けません。変更後の未出荷の新規注文、コンビニ決済等による保留中の注文は、全て変
更の対象となります。変更後に変更実施前のデータを取得しても、税額が入らない古いデータのままとなりますので、ご注意下さい。

Q. レポートやAPIで、仕様変更の前後を見分ける方法はありますか？

仕様変更が実施された日時と、税額の出力有無で判別できます。
ただし、一部例外として、商品タックスコード（PTC）が「非課税」(A_GEN_NOTAX) となっている非課税品目は税額が出力されませんので、ご注意下さい。PTCに関する詳細はこちらからご確認
ください。 （ログインが必要です）
https://sellercentral.amazon.co.jp/G8E67JPEXAPQ4672

Q.税額の他に、税率がレポート やAPIに表示されますか？

表示されません。

7. 参考資料 4：FAQ

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/09/rainier/help/C-Tax_Calculation_Methodology_JP.pdf
https://sellercentral.amazon.co.jp/sbr
https://sellercentral.amazon.co.jp/G8E67JPEXAPQ4672

