English and Chinese follow Japanese

FBA 在庫保管手数料に関する重要なお知らせ
平素より フルフィルメント by Amazon(FBA)をご利用いただき、誠にありがとうございます。
FBA では、今後も引き続き出品者様の売上向上を支援し、日本国内のフルフィルメントセンターの在庫数を
適正に維持することに努めて参ります。現在、フルフィルメントセンターには長期間売れ残った在庫が数多く保
管されています。そのため、日本のフルフィルメントセンターに保管されている在庫には、追加で以下の在庫保
管手数料を課金させていただきます。

■180 日間保管されている在庫に対する在庫保管手数料：
2017 年 8 月 15 日の在庫一掃チェックより、Amazon フルフィルメントセンター内に 180 日以上保管され
ている在庫については、半年ごとの長期在庫保管手数料として、1,000 立方センチ
（10cmx10cmx10cm）あたり 87.4285 円が課金されます。
また、これまで通りフルフィルメントセンターに 365 日以上に保管されている在庫に対しては、長期在庫保管
手数料として、1,000 立方センチ（10cmx10cmx10cm）あたり 174.857 円が課金されます。
■「各 ASIN ごとに在庫 1 点の課金を免除」するルールの廃止:
これまでは、長期在庫保管手数料の対象となる各 ASIN の在庫のうち、1 点は課金が免除されてきました。
しかし、2017 年 8 月 15 日の在庫一掃チェックより、この免除制度は廃止となります。 また、すべての在庫
は先入れ・先出しの原則で出荷が行われたとみなして算出されています。詳細はセラーセントラルの 長期在
庫保管手数料 をご覧ください (要ログイン)。過去の在庫や売上データは 在庫ダッシュボード で確認できま
す (要ログイン）。在庫 1 点の各 ASIN を確認するには 在庫健全性レポート 、または、在庫の保管日数
レポートの「販売可能な在庫数」の列をご覧ください。

今後とも Amazon.co.jp をよろしくお願いいたします。

Amazon 出品サービス

Important information about FBA storage fees
Hello from Fulfillment by Amazon.
FBA remains dedicated to supporting your growth and ensuring that our fulfillment
centers have the right quantity of products. Our fulfillment centers contain millions
of units that have remained in storage for an extended time without selling.
The following fee changes will take effect for inventory stored in Japan fulfillment
centers:




Additional Long-Term Storage Fee charged on 6-month-old
inventory: Beginning with the semi-annual Inventory Cleanup on August
15, 2017, we will charge a semi-annual Long-Term Storage Fee of ￥
87.4285 per cubic (10cmx10cmx10cm) for items that have been in Amazon
fulfillment centers for 6 months or more. Units that have been in fulfillment
centers for 365 days or more will also be charged a Long-Term Storage Fee
of ￥174.857 per cubic (10cmx10cmx10cm) as usual.
Removal of single-unit exemption: In the past, one unit of each ASIN in
storage has been exempted from the twice-annual Long-Term Storage Fee.
Effective with the August 15, 2017, Long-Term Storage Fee assessment,
this exemption will end.

All inventory is accounted for on a first-in-first-out basis. Visit Seller Central to
learn more about FBA Long-Term Storage (sign-in required).
You can identify your aged inventory and sales data on the Inventory Dashboard in
Seller Central (sign-in required). Use the Inventory Health report or availablequantity(sellable) column in the downloadable version of the Inventory Age report
to identify ASINs with one unit of inventory.

Thank you for selling on Amazon.
Sincerely,

Amazon services

有关亚马逊物流存储费用的重要信息
尊敬的亚马逊物流卖家：
您好！
亚马逊物流始终致力于为您的发展提供支持，并确保将我们运营中心的商品数量控制在合理范围
内。我们的运营中心拥有数百万储存了很长时间但仍未售出的商品。
以下费用变更将对储存在日本亚马逊运营中心的库存生效：
•

对储存达到 180 天的库存收取额外长期仓储费：自 2017 年 8 月 15 日开展的半年度库
存清点起，我们将对在亚马逊运营中心储存达到 180 天或更长时间的库存收取半年度长
期仓储费，收费标准为每立方分米(10cmx10cmx10cm) 87.4285 日元。在运营中心储
存达到 365 天或更长时间的商品也将收取长期仓储费，收费标准为每立方分米
(10cmx10cmx10cm) 174.857 日元。

•

取消单件商品豁免：过去，库存中每个 ASIN 的单件商品均可享受两次长期仓储费豁
免。自 2017 年 8 月 15 日起，我们将收取长期仓储费，因此这项豁免将会结束。

所有库存遵循先进先出原则。请访问卖家平台，详细了解亚马逊物流长期仓储（需要登录）。
您可以在卖家平台的库存控制面板上确定超龄库存和销售数据（需要登录）。使用库存状况报告
或可下载版货龄报告中的“可售数量（可售）”列，以确定库存中只有一件商品的 ASIN。
感谢您选择亚马逊作为您的销售平台。
顺祝商祺！
亚马逊物流团队

