（English follow Japanese）
納品先指定オプションの終了に伴うよくある質問

Q: 何故納品先指定オプションを停止するのですか。
保管、フルフィルメント、輸送のコスト上昇など最近の様々な環境の変化に伴い、
今後も高いサービスの品質を維持するために、大変恐縮ですが、本サービスを終了
させていただくことになりました。
しかしながら、本サービスの終了により、Amazon 直販部門と同様の配送スピード
をすべての出品者様に提供できることが期待でき、また複数 FC へ在庫を置くこと
により、台風・大雪等の自然災害時における配送遅延等のリスクを低減することに
もなります。何卒ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。

Q: 遠方の倉庫が指定されると運送費が嵩みます。パートナーキャリア無料
キャンペーンの再開予定はありますか。または運送費の補てんをお願い
します。
現在、キャンペーンの予定はございません。また、運送費等の補填はいたしかねま
すので、ご了承ください。

Q: 納品先指定オプションに関する手数料は、いままで請求されていたので
しょうか。また、今まで利用していた分の料金すべてが請求されないの
でしょうか。
納品先指定オプションに関する手数料は、請求されておりません。また、今後にお
きましても過去に遡っての課金は致しません。

Q: 遠方の FC が指定されないよう設定は出来ませんか。
納品先のご指定に関するご希望は承りかねます。

Q: 着荷してからの受領スピードは FC によって変わりますか？
指定された FC によって受領スピードに変わりはありません。

Q: 指定された FC によって配送予約の方法は変わりますか？
指定された FC に配送予約方法の変更はございません。

Q: 無地ダンボールの利用やチョコレートの扱いがあるが、対応 FC に
納品出来なくなるの？
本サービス終了後も継続して、対応 FC にのみ納品いただけます。

Q: 今後は、納品プランが複数の FC に分かれて指定されるの？
一つの納品プランに対して、複数の納品先が指定されることはございません。
ただし、大型サイズと標準サイズの商材が混在している納品プランや、ファッショ
ン商材とファッション商材以外が混在している納品プランのような取り扱い可能な
FC が異なる商材が混在している場合は、納品先が複数になる場合がございます。

Q: 納品先の FC はどうやって確認できるの？
納品先の FC は、①納品プランの作成時、②納品プラン作成後にご確認いただけま
す。
① 納品プランの作成時
納品プラン作成時に表示される「納品先」にてご確認いただけます。

② 納品プランの作成後
セラーセントラルの「在庫」タブより、
「FBA 納品手続き」を選択いただい
た後の納品プランの管理にて、納品プラン毎の納品先をご確認いただけま
す。

Q: 今後は、どこの FC に納品される可能性があるの？
納品先指定オプションの終了後は下記の FC に納品されるようになります。
なお、各 FC の所在地につきましては、こちらの下部の「Amazon フルフィルメン
トセンター(FC)の情報」をご覧ください。

今後の納品先 FC 一覧
区分1
区分2

ファッション商材以外
標準サイズ

ファッション商材

大型サイズ

標準サイズ

大型サイズ

川越FC

川越FC

なし

なし

なし

大東FC（KIX2）

藤井寺FC（KIX4）

藤井寺FC（KIX4）

鳥栖FC（HSG1）

なし

なし

小田原FC（FSZ1)
関東

市川FC（NRT1）

川島FC（HND3）

八王子FC（HND8）：5月頃～* 八千代FC（NRT2）
川越FC（NRT5）：6月頃～*

中部

関西

九州

多治見FC（NGO2）

堺FC（KIX1）
藤井寺FC（KIX4）

鳥栖FC（HSG1）

*詳細が決まり次第、ご連絡いたします。

Q: お酒を扱っているが、どこの FC に納品される可能性があるの？
お酒をお取り扱いいただいている場合は、下記の FC に納品されるようになります
ので、納品可能なすべての FC を対象に「酒類蔵置所の設置の手続き」をご対応い
ただきますよう、お願い申し上げます。詳細はマニュアル P.22 をご確認くださ
い。（日本語のみ）
酒類の取り扱い可能 FC
区分1
区分2
関東

酒類
標準サイズ

大型サイズ

市川FC（NRT1）

川島FC（HND3）

八王子FC（HND8）：5月頃～* 八千代FC（NRT2）

中部

多治見FC（NGO2）

なし

関西

堺FC（KIX1）

大東FC（KIX2）

九州

鳥栖FC（HSG1）

鳥栖FC（HSG1）

*詳細が決まり次第、ご連絡いたします。

FAQ
Q: Why do you terminate the Premium Placement Service?
With the recent business environment change especially for increases in costs such as
to storage, to fulfiller and to transport, we have decided to terminate Premium
Placement Services. This change aims to offer a greater range of delivery options to
meet customer needs. We also expect that the risk of being delivered late due to
natural disaster such as typhoons or heavy snow will be mitigated by holding your FBA
products at multiple FCs

Q: Do you plan to offer Free Partner Carrier Program in the future? When
distant destination Fulfillment Center (FC) is assigned, shipping cost will be
expensive, do you reimburse it?
We do not plan to offer Free Partner Carrier Program at this moment. We are afraid
that we will not reimburse shipping cost.

Q: Was I charged Premium Placement Service fee? Do I have to pay in the
future?
Premium Placement Service fee were not charged to all sellers and we will not charge
fee back to a day in the past.

Q: I do not know if I use this service.
This service is available by submitting application form. If you would like to check if you
submitted your request in the past, please contact to Technical Support.

Q: Is there alternative way I can request to deliver the particular FC?
We are afraid that we will not accept such requests. .

Q: Dose the receiving speed after it is delivered change depending on the
destination FC?
The receiving speed does not change by the destination FC. .

Q: Dose the delivery appointment tool vary depending on the destination FC?
The delivery appointment tool does not vary by the destination FC.

Q: I am approved to sell Chocolate and/or I enrolled brand-neutral boxes
services, is my shipment possibly assigned to FC that does not offer such
services?
If you are approved to sell Chocolate and/or enrolled to ship Multi-Channel Fulfillment
Orders using brand-neutral boxes service, the shipment will be automatically assigned
to FCs offering such services.

Q: Will multiple FCs be assigned to one shipping plan?
One destination FC is assigned to one shipping plan unless it contains mixed Size or
products which are managed at limited FCs such as Fashion and Dangerous goods.

Q: Where can I check the destination FC?
You are able to check the destination FC ① on the “Review Shipments” screen before
submitting the shipping plan or ② on the “Manage FBA shipments” after creating the
shipping plan.
1. Before submitting shipping plan
The destination FC will be appeared on the “Review Shipments” screen. (See below
picture)

2. After creating shipping plan
You are able to check the destination FC by visiting “INVENTORY” tub ⇒
“Manage FBA Shipments” ⇒ “Shipping Queue”. (See below picture)

Q: Which FCs am I going to deliver after the Premium Placement Service ends?
Following chart shows the destination FCs that you will be assigned after the
termination of Premium Placement Service. For more information about destination
address, please click here and see “Amazon Fulfillment Center (FC) Information” at the
bottom of the page.
Destination FC by size and product
Non Fashion Items

Classification_1

Fashion Items

Classification_2

Small/Standerd Size

Large Size

Small/Standerd Size

Large Size

Kanto

Odawara FC (FSZ1)
Ichikawa FC (NRT1)
Hachioji FC (HND8)：May mid～*
Kawagoe FC (NRT5)：June～*

Kawajima FC (HND3)
Yachiyo FC (NRT2)

Kawagoe FC (NRT5)

Kawagoe FC (NRT5)

Chubu

Tajimi FC (NGO2)

None

None

None

Kansai

Sakai FC (KIX1)
Fujiidera FC (KIX4)

Daito FC (KIX2)

Fujiidera FC (KIX4)

Fujiidera FC (KIX4)

Kyusyu

Tosu FC (HSG1)

Tosu FC (HSG1)

None

None

*Detailed opening schedule will be announced in due course.

Q: I am selling alcohol on Amazon, which FCs am I going to deliver after the
Premium Placement Service ends?
If you are selling alcohol on Amazon, following FCs will be assigned after the
termination of Premium Placement Service. Please submit related documents to tax
office to be able to ship FCs listed below. For more information please click here.
(Japanese only)
Destination FCs receive alcohol
Alcohol Beverage

Classification_1
Classification_2

Small/Standerd Size

Large Size

Kanto

Ichikawa FC (NRT1)
Hachioji FC (HND8)：May mid～*

Kawajima FC (HND3)
Yachiyo FC (NRT2)

Chubu

Tajimi FC (NGO2)

None

Kansai

Sakai FC (KIX1)

Daito FC (KIX2)

Kyusyu

Tosu FC (HSG1)

Tosu FC (HSG1)

*Detailed opening schedule will be announced in due course.

