
Amazon出品サービスの⼿数料
Amazonは、以下に記載する⼿数料、およびAmazonからお知らせするその他の⼿数料（Amazonが
⽇々お知らせするプロモーション⼿数料など）のうち、より⾦額の低い⽅を受け取ります。これは、
保証やその他のサービスを提供する⼀部の出品者には該当しません。それらの出品者は、プログラム
契約に定められた販売⼿数料を引き続き⽀払うことになります。

注: ⼿数料はすべて税抜表⽰となっており、下記に記載の⾦額＋税額が課⾦されます。

⽉間登録料
⼤⼝出品︓4,900円/⽉
⼩⼝出品︓登録料なし

販売⼿数料
商品の販売取引が完了すると、Amazonは購⼊者が⽀払った⾦額（商品価格、配送料、ギフト包装、そ
の他の⼿数料を含む）を受け取ります。⼤⼝出品者は、本、ミュージック、ビデオ・DVD商品に対し
て独⾃の配送料を設定することができます。⼩⼝出品者によって販売されたすべての商品にはAmazon
の配送料が適⽤されます。⼤⼝出品者のみがギフト包装サービスを提供できます。

Amazonでのメディア商品の配送料⼀覧については、本・ミュージック・ビデオ・DVD商品の配送料を
ご覧ください。⼩⼝出品者が販売するすべての商品のAmazonでの配送料⼀覧については、⼩⼝出品者
の配送料をご覧ください。

基本成約料
⼤⼝出品: 基本成約料なし
⼩⼝出品: 販売する商品ごとに⼿数料100円

販売⼿数料
出品者には、販売された各商品に対して販売⼿数料が課せられます。

いくつかのカテゴリーの商品には、以下のように商品ごとに最低販売⼿数料が定められています（た
とえば、出品者は販売⼿数料または商品ごとの最低販売⼿数料のいずれか多い⽅を⽀払います）。

メディア商品（本、ミュージック、ビデオ・DVD商品、PCソフト、TVゲーム）の場合、商品の価格に
基づいて算出された、販売⼿数料率または最低販売⼿数料のいずれか多い⽅が差し引かれます。

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/G201633080
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/G201051980


メディア以外の商品の場合、売上の合計（購⼊者によって⽀払われた商品価格、配送料、ギフト包装
料を含めた合計⾦額）に基づいて算出された、販売⼿数料率または最低販売⼿数料のいずれか多い⽅
が差し引かれます。

フルフィルメント by Amazonを使⽤中の出品者の場合は、FBAの機能と⼿数料をご覧ください。

「出品許可が必要なカテゴリー」に指定されているカテゴリーに出品する場合は、Amazonの事前承認
が必要になります。 詳細はこちら

カテゴリー 販売⼿数料 最低販売⼿数料

本 15% なし

CD・レコード 15% なし

DVD 15% なし

ビデオ 15% なし

エレクトロニクス
（AV機器&携帯電
話）

8% 30円

カメラ 8% 30円

パソコン・周辺機
器

8% 30円

（エレクトロニク
ス、カメラ、パソ
コン）付属品

10% 30円

Amazonデバイス
⽤アクセサリ

45% 30円

楽器 8% 30円

ドラッグストア 売上合計が1,500円以下の場合は商品代⾦の8%

売上合計が1,500円を超える場合は商品代⾦の10%

30円

ビューティ 売上合計が1,500円以下の場合は商品代⾦の8%

売上合計が1,500円を超える場合は商品代⾦の10%

30円

スポーツ&アウト
ドア

10% 30円

カー&バイク⽤品 10% 30円
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https://services.amazon.co.jp/services/fulfillment-by-amazon.html
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200333160?language=ja_JP&ref=id_200333160_cont_200336920


カテゴリー 販売⼿数料 最低販売⼿数料

おもちゃ&ホビー 10% 30円

TVゲーム 15% なし

PCソフト 15% なし

ペット⽤品 売上合計が1,500円以下の場合は商品代⾦の8%

売上合計が1,500円を超える場合は商品代⾦の15%

30円

⽂房具・オフィス
⽤品

15% 30円

ホーム（インテリ
ア・キッチン）

15% 30円

ホーム（家具） 売上合計が20,000円以下の部分には商品代⾦の15%

売上合計が10,000円を超える部分には商品代⾦の10%

30円

ホームアプライア
ンス

15% 30円

⼤型家電 8% 30円

DIY・⼯具 15% 30円

産業・研究開発⽤
品

15% 30円

⾷品&飲料 売上合計が1,500円以下の場合は商品代⾦の8%

売上合計が1,500円を超える場合は商品代⾦の10%

なし

腕時計 売上合計が10,000円以下の部分には商品代⾦の15%

売上合計が10,000円を超える部分には商品代⾦の5%

30円

ジュエリー 売上合計が10,000円以下の部分には商品代⾦の15%

売上合計が10,000円を超える部分には商品代⾦の5%

30円

ベビー&マタニテ
ィ

売上合計が1,500円以下の場合は商品代⾦の8%

売上合計が1,500円を超える場合は商品代⾦の15%

30円
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カテゴリー 販売⼿数料 最低販売⼿数料

服&ファッション
⼩物

売上合計が3,000円以下の場合は商品代⾦の15%

フルフィルメント by Amazon/マケプレプライムで出荷
した注⽂の売上合計が3,000円を超える部分について
は、商品代⾦の8%

マケプレプライム以外で出品者出荷した注⽂の売上合計
が3,000円を超える部分については、商品代⾦の15%

30円

シューズ&バッグ 売上合計が7,500円以下の部分については、商品代⾦の
15%

フルフィルメント by Amazon/マケプレプライムで出荷
された注⽂について、売上合計が7,500円を超える部分
については、商品代⾦の5%

マケプレプライム以外で出品者出荷した注⽂の売上合計
が7,500円を超える部分については、商品代⾦の15%

30円

その他のカテゴリ
ー

15% 30円

*1.（エレクトロニクス、カメラ、パソコン）付属品の該当商品はこちらです。ブラウズノードおよび
リーフノードについて詳しくは、ブラウズツリーガイド（BTG）を参照してください。

*2.⼀部のブランドには、販売⼿数料20%が適⽤されます。こちらをご覧ください。

*3.TVゲームの⼀部のサブカテゴリーの販売⼿数料︓ 8%（詳しくはこちらをご覧ください）

*4.⽂房具・オフィス⽤品の⼀部のサブカテゴリーの販売⼿数料︓ 8%（詳しくはこちらをご覧くださ
い）

*5.ホーム（キッチン）の⼀部のサブカテゴリーの販売⼿数料︓ 10%（詳しくはこちらをご覧くださ
い）

*6.⾷品&飲料の⼀部のサブカテゴリーの販売⼿数料︓ （詳しくはこちらをご覧ください）

*7.本プロモーションは、2019 年 9 ⽉ 1 ⽇から開始し、2021 年 2 ⽉ 28 ⽇に終了します。本プロモー
ションは、⽇本標準時の2019年9⽉1⽇午前0時から2021年2⽉28⽇午後23時59分までの間に出荷通知
を送信した注⽂に対し⾃動的に適⽤されます。本プロモーションへの登録申請は必要ありません。シ
ステム上の問題により、実際の時間が上記予定よりも早く、または遅くなる場合がありますのでご注
意ください。本プロモーションが終了すると、販売⼿数料率は本プロモーション実施前の⼿数料率に
戻ります。。本プロモーションにおける売上合計とは、商品の価格・配送料・ギフト包装料を含みま
す。本プロモーションは、Amazonの裁量により、変更または終了する場合があります。
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https://s3.amazonaws.com/JP_AM/contents/ce_pc_accessary_list_1.xls
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/09/rainier/help/NoParallelImportBrands_jp_beauty.xlsx
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/JP_AM/amazon-jp-selling-fees2.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/JP_AM/amazon-jp-selling-fees2.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/JP_AM/amazon-jp-selling-fees2.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/JP_AM/amazon-jp-selling-fees2.pdf


*8.本プロモーションは、2020 年 3 ⽉ 1 ⽇から開始し、2021 年 2 ⽉ 28⽇に終了します。本プロモー
ションは、⽇本標準時の2020年 3 ⽉1⽇午前0時から2021年 2 ⽉ 28 ⽇午後 23時 59分までの間に出荷
通知を送信した注⽂に対し⾃動的に適⽤されます。本プロモーションへの登録申請は必要ありませ
ん。システム上の問題により、実際の時間が上記予定よりも早く、または遅くなる場合がありますの
でご注意ください。本プロモーションが終了すると、販売⼿数料率は本プロモーション実施前の⼿数
料率に戻ります。。本プロモーションにおける売上合計とは、商品の価格・配送料・ギフト包装料を
含みます。本プロモーションは、Amazonの裁量により、変更または終了する場合があります。

カテゴリー別成約料
メディア商品の販売については、⼩⼝出品および⼤⼝出品のいずれの場合も商品ごとにカテゴリー別
成約料を⽀払う必要があります。

商品
カテ
ゴリ
ー

販売
⼿数
料

カテゴリ
ー成約料
(⽇本)

カテゴリー成約料(アジア/グア
ム/マーシャル諸島/ミッドウ
ェー/その他)

カテゴリー成約料(北
⽶/中⽶/オセアニア/
ヨーロッパ)

カテゴリー成
約料(アフリ
カ/南⽶)

本 15% 80円 120円 300円 350円

Ｃ
Ｄ・
レコ
ード

15% 140円 250円 400円 450円

DVD 15% 140円 250円 400円 450円

ビデ
オ
(VHS)

15% 140円 300円 500円 600円

⼤量出品⼿数料
Amazonで出品中のメディア以外のSKU数に基づいて、⼤量出品⼿数料を毎⽉請求します。その⽉内で
該当SKU数が200万点を超えた場合に限り、期間内におけるSKU数の最⼤数のうち、200万点を超過し
た分に適⽤されます。

出品中のメディア以外のSKU数が200万点を超えた場合、1SKUごとに0.05円の⼿数料が発⽣します。

たとえば、ある⽉に出品中のメディア以外で出品中のSKU数が合計で300万点になった場合、⼿数料は
50,000円（3,000,000 - 2,000,000 SKU = 1,000,000 SKU × 0.05円）になります。



この⼿数料は、⽉単位で算出して請求され、翌⽉の明細に記載されます。

返⾦⼿数料
すでに⽀払いを受領している注⽂について、購⼊者に返⾦する場合、対象商品に対して⽀払った販売
⼿数料から返⾦⼿数料（500円または販売⼿数料の10%相当額のいずれか少ない⽅）を差し引いた⾦額
が出品者に返⾦されます。

たとえば、売上の合計が1,000円で、販売⼿数料がその15%であった場合、返⾦⼿数料は15円（1,000
円 × 15%の販売⼿数料 = 150円）になります。

販売⼿数料の計算例

メディア商品
⼩⼝出品の例︓

商品価格

+ 購⼊者が⽀払った配送料

- 販売⼿数料

- メディア商品のカテゴリー成約料

- 100円（商品あたりの配送料）

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

=出品⽤アカウントへの合計⼊⾦額

⼤⼝出品の例︓

商品価格

+ 購⼊者が⽀払った配送料

- 販売⼿数料

- メディア商品のカテゴリー成約料



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

=出品⽤アカウントへの合計⼊⾦額

その他のカテゴリー商品の例
⼩⼝出品の例︓

商品価格

+ 購⼊者が⽀払った配送料

- 販売⼿数料

- 100円（商品あたりの配送料）

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

=出品⽤アカウントへの合計⼊⾦額

⼤⼝出品の例︓

商品価格

+ 購⼊者が⽀払った配送料

+ 購⼊者が⽀払ったギフト包装⼿数料

- 販売⼿数料

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

=出品⽤アカウントへの合計⼊⾦額




