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いつもAmazon出品サービスをご利用いただきありがとうございます。 
 
この資料では、Amazon.co.jp上で商品をご販売いただく際に、知っていただきたいAmazonの考え方や特徴、販売
開始までの流れを説明させていただきます。 
 
また、Amazonの数多くの購入者が安全で快適なショッピングをしていただけるために、 Amazon出品サービスでは
様々なルールや機能、サービスを提供しています。 
 
「そのAmazon.co.jpに出品するということがどのような意味を持っているのか。」 
 
よりAmazonをご理解いただき、売上促進や出品・販売の効率化の参考にしていただければと思います。 
 
各パートの内容については、セラーセントラルのヘルプページへのリンクを記載しておりますので、是非ご活用くだ
さい。 
 
なお、この資料はパソコン上での閲覧はもちろん、印刷してお手元にご用意いただき、Amazonでの出品・販売にお
役立てていただければと思います。 
 
その他出品に際してのご不明点等ございましたら、お気軽にテクニカルサポートまでお問い合わせください。 
 
 

Amazon Services Japan 

はじめに 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html
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１．"Amazonへ出品する"ということ 
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Amazonの企業理念 
 

Amazonには、「地球上で最も豊富な品揃え」「地球上で最もお客様を大切にする企業であること」という大切な2つ 
の企業理念があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「Amazonに出品する」ということは、この2つの理念に従って、Amazonが購入者に提供するサービスと同等の出
品・販売を行っていただくことです。 
 

 ・豊富な品揃えの提供 
 ・適正な価格設定 
 ・迅速な商品の出荷 
 ・高水準のカスタマーサポート 
 

これにより、安全で信頼できるオンラインショッピングの環境を提供し続けることができます。この理念に沿って、 
出品者様から購入者へ「優れた購買体験」を提供していただけますよう、ご協力を宜しくお願いいたします。 

１．"Amazonへ出品する"ということ 

地球上で最も豊富な品揃え 

地球上で求められるあらゆるものを探し、 
発見でき、購入できる場を創ること 

地球上で最もお客様を大切 
にする企業であること 

 
お客様からスタートし、 

常にお客様の立場で考えること 
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「優れた購買体験の提供」が、なぜ大切なのか？ 
 

１．"Amazonへ出品する"ということ 

 
 以下の図は、出品者様とAmazon小売部門による「好循環」のビジネスモデルを表しています。 
 出品者様とAmazon小売部門が共に、豊富な品揃えの提供・適正な価格設定・迅速な商品の出荷・高水準のカスタマー 
 サポートという「優れた購買経験」を提供することで、購入者の満足度がアップします。すると、Amazonを訪問する 
 購入者は増加し、結果的に出品者様の満足度もアップすることになります。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 購入者の満足が最大化することで、この好循環を維持・継続することができ、出品者様とAmazon共に利益を得ること 
 ができるビジネスモデルとなっています。  

出品者様・Amazon小売部門による「好循環」ビジネスモデル 

購入者の満足度アップ 

出品者様とAmazonによる出品 優れた購買経験の提供 購入者の増加 

出品者様の満足度UP 
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まとめ 

１．"Amazonへ出品する"ということ 

 
 
 - Amazonの企業理念：「地球上で最も豊富な品揃え」「地球上で最もお客様を大切にする企業であること」 

 
 
 - 「Amazonに出品する」ということは、Amazonの企業理念に従って、出品者様にもAmazonと同等の高い 
  サービスレベルで店舗運営をしていただき、購入者に「優れた購買体験」を提供することです。 
 
  
 - 「優れた購買体験」の提供は、購入者の満足につながり、出品者様とAmazon共に利益を得ることができる 
  ビジネスモデルとなります。 
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２．Amazonの商品ページの特徴 
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Amazonの商品ページの特徴①（1商品、1商品ページ） 
 

２．Amazonの商品ページの特徴 

Amazonでは、1つの商品情報が1ページに集約されている（複数の出品者様がいても商品ページは1つである）という 
特徴があります。 
 

購入者のメリット 
 

 ・商品検索時に商品を探しやすい。 
  （同じ商品が複数表示されない） 
 ・複数の販売主の価格や納期、評価が簡単に 
  比較できる。 
 ・商品情報が簡潔にまとまっている。 
 
出品者様のメリット 
 

 ・Amazon.co.jp上に出品したい商品の商品 
  ページがあれば、そのページを利用して手間 
  なく簡単に出品可能。 
 ・購入者が商品ページを見つけやすい為、効率 
  の良い集客が可能。 
 ・他の出品者様の出品情報（価格や納期）を 
  比較できる。 
 
 
※商品ページについての詳細はこちらをご確認ください。 
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=69107 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=69107
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=69107
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=69107
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=69107
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Amazonの商品ページの特徴②（ショッピングカートボックス） 
 Amazonでは1商品、1商品ページの為、出品者様の商品がショッピングカートボックスに表示されるためには、 
「獲得資格」と「獲得条件」が必要です。価格が安いだけでなく、総合的に購入者に求められるサービス（納期・ 
サポート）を提供している出品者様が選ばれる仕組みです。 

ショッピングカートボックス 
 

 獲得権限のある1出品者様 
 の商品が表示される。 

 こちらからも買えますよ 
 

 ショッピングカートボッ 
 クス獲得資格のある出品 
 者様の中から、3出品者様 
 の商品が表示される。 

「獲得資格」と「獲得条件」について 
 

 ・「獲得資格」は、こちらよりご確認ください。 
 
 

 ・「獲得条件」は、こちらよりご確認ください。 
 
 
 

購入者のメリット 
 

 ・ショッピングカートボックスの仕様は、Amazonの小売部門や 
  全出品者様共通の為、混乱せず簡単に注文完了まで進めることができる。 
 ・一定の条件をクリアした、総合的にベストな出品者様の商品が 
  掲載されるため、有益性の高い出品商品を見つけやすくなる。 
  
出品者様のメリット 
 

 ・ショッピングカートボックスに掲載されることで、視認率が上がり、 
  より購入されやすくなる。 
 ・ショッピングカートボックス獲得には、価格だけではなく店舗評価など、 
  総合的な要素での評価となるため、すべての出品者様にとって公平な掲載となる。 

２．Amazonの商品ページの特徴 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200418100&language=ja_JP 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/ 
?ie=UTF8&itemID=37911 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200418100&language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=37911
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200418100&language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=37911
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=37911
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=37911
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=37911
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=37911
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まとめ 
 
 
 - Amazonの商品ページは「1商品、1商品ページ」と「ショッピングカートボックス」という2つの特徴があります。 
 
 
 - 複数の出品者様がいても商品ページは1つなので、購入者に対して目的の商品の探しやすさを提供し、 
     出品者様に対しては、手間なく出品でき効率よく集客できるなど、様々なメリットがあります。 
 
 
 - ショッピングカートボックスに表示されるためには、「獲得資格」と「獲得条件」があります。 
  獲得資格： 
  獲得条件： 
 
 
 - ショッピングカートボックスへの表示は、価格が安い出品者様ではなく、総合的に購入者に求められるサービス 
     を提供している出品者様が、表示される権利を獲得できます。 
      

２．Amazonの商品ページの特徴 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200418100&language=ja_JP 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=37911 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200418100&language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=37911
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200418100&language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=37911
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=37911
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=37911
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3．Amazonでの出品・販売について 
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出品管理ツール「セラーセントラル」について 

３．Amazonでの出品・販売について 

 
Amazon出品サービスでは、セラーセントラルという出品管理ツールを使用します。 
※セラーセントラル：https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/homepage.html 

 

商品登録、在庫管理、注文管理、各種分析、各種設定変更など、出品・販売を一元管理できるほか、出品に関して 
テクニカルサポートへのお問い合わせもセラーセントラルを通して行えます。 
※テクニカルサポート：https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html 

在庫 
 

商品登録や在庫管理 
などの出品情報を 
管理できます。 

注文 
 

受注処理など 
注文に関するデータを
管理できます。 

レポート 
 

売上やアクセス数など 
様々なデータ抽出と 
分析が行えます。 

パフォーマンス 
 

顧客評価などの 
パフォーマンスが 
確認できます。 

設定 
 

登録情報や配送料の設
定が行えます。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/homepage.html
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/homepage.html
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html
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Amazon出品サービスにおける店舗運営の流れ  
Amazon出品サービスにおける店舗運営は、大きく分けて4つのパートがあります。 

①アカウント 
初期設定 

②商品登録 
出品 

③注文管理 
発送 

④入金管理 

①アカウント初期設定（セラーセントラル：「設定」） 
 出品前にアカウントの初期設定を行います。必要な作業は、「出品者情報の記載」 
 「配送料の設定」「ギフト設定」などがあります。 

②商品登録、出品（セラーセントラル：「在庫」） 
 出品希望の商品の登録を行い、出品・販売開始します。登録方法は、1商品ずつの 
 登録とExcelファイルによる一括登録の2つがあります。 
 

③注文管理、発送（セラーセントラル：「注文」） 
 購入者からの注文確認、発送対応を行います。注文後、Amazonから出品者様へ 
 メールにて連絡し、注文処理を進めていただきます。 

④入金管理（セラーセントラル：「レポート」） 
 Amazonからの売上入金を確認します。手数料を相殺した入金額を14日周期で締め*、 
 翌6～10営業日後のお振込みとなります。 ※一部の出品者様を除く 

３．Amazonでの出品・販売について 
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①アカウント初期設定 
 
 
アカウント初期設定マニュアル 
 

 ・PDFマニュアルはこちら、動画マニュアルはこちらからご確認ください。 
   - PDFマニュアル：https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA07007W/MA07007W.pdf 

       - 動画マニュアル：https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/69109/ 
 

必須設定 
 

 ・出品者情報（会社概要） 
  - 電話番号や住所、事業者名称など特定商取引法に基づいてご入力ください。 
  
 ・配送料 
  - 配送料を設定します。配送設定は「購入金額制」「個数・重量制」から選択できます。 
  - 配送料の設定の詳細についてはこちらをご確認ください。 
            https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=891&language=ja_JP  
 

推奨設定 
 

 ・ギフトオプション  
  ギフトメッセージの添付とギフト包装が設定できます。詳細についてはこちらをご確認ください。 
         https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/571 
 

 ・返品・返金ポリシー 
  返品と返金ポリシーは、Amazon.co.jpのポリシーに従う必要があります。詳細はこちらをご確認ください。 
   
 ・出品者ロゴ 
  設定できる画像は、幅120ピクセル×高さ30ピクセルの.jpgまたは.gifファイルとなっております。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200365160&language=ja_JP 

３．Amazonでの出品・販売について 

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?&nodeId=3494121 

https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA07007W/MA07007W.pdf
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/69109/
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA07007W/MA07007W.pdf
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA07007W/MA07007W.pdf
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA07007W/MA07007W.pdf
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/69109/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200365160&language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=891&language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=891&language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/571
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/571
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?&nodeId=3494121
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200365160&language=ja_JP
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?&nodeId=3494121
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②商品登録、出品開始 

３．Amazonでの出品・販売について 

すでにAmazon.co.jp上に 
商品ページが存在する。 

Yes すでに存在する商品ページ
を利用して商品を出品する。 

No 
出品商品に商品コードが 
付与されている。 

Yes 

No 
 

商品登録時に商品コードを 
入力して、新たに商品ページ

を作成する。 

Amazonブランド登録を 
利用し、新たな商品ページ

を作成する 

出品する商品は、 
事前の審査が必要な 

商品カテゴリーである。 

Yes 制限付きカテゴリーへの 
出品承認申請をする。 

No 
承認済 

1 

 
Amazonにおける商品出品には、3つのルールがあります。それぞれの条件によって、各商品の出品方法が異なるので、
以下の「出品判断チャート」を用いて出品のケースを見極め、それに合った出品を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(メーカーや自社ブランドである場合) 

商品コードなし商品の出品 
承認申請。承認後、新たに
商品ページを作成する。 

(メーカーや自社ブランドでない場合) 

2 

出品判断チャート 

3 

------------------------------------- 
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②商品登録、出品開始 

３．Amazonでの出品・販売について 

①出品商品は事前に出品申請が必要な 
カテゴリーの商品か？ 

事前審査が必要な 
商品カテゴリーの場合 

制限付きカテゴリーへの 
出品承認後、出品する。 

事前審査が不要な 
商品カテゴリーの場合 

事前申請なく出品する。 

②出品商品は、既にAmazon.co.jp上に 
商品ページがあるか？ 

既にAmazon.co.jp上に 
商品ページが存在する場合 

既にある商品ページを利用
して商品を出品する。 

Amazon.co.jp上に 
商品ページがない場合 

新たに商品ページを作成 
して商品を出品する。 

※制限付きカテゴリーへの出品承認申請はテクニカルサポート 
 までご依頼ください。制限付きカテゴリー一覧はこちらより 
 ご確認ください。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?ie= 
UTF8&itemID=200253000 

※Amazon.co.jp上に存在する商品ページを検索するには、 
 こちらをご確認ください。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie= 
UTF8&itemID=200216040 

      ※既に商品ページがある商品は、価格・数量・コンディションを登録するだけで出品することができます。 
  詳細はこちらをご確認ください。 
       https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01021W/MA01021W.html 
 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=200253000
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=200253000
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=200253000
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=200253000
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=200253000
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?ie=UTF8&itemID=200253000
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/ref=ag_200216040_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200216040
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200216040
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200216040
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200216040
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200216040
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200216040
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01021W/MA01021W.html
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01021W/MA01021W.html
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01021W/MA01021W.html
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01021W/MA01021W.html
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②商品登録、出品開始 

３．Amazonでの出品・販売について 

③出品商品に製品コードが付与されているか？ 

A. 出品商品に製品コードが 
付与されている*1 

商品登録時に製品コードを入力して、
新たに商品ページを作成する。 

B. (製品コードの付与がない) 
    以下の条件にあてはまる 
 

・ メーカー 
・ 自社ブランド所有会社 
・ ブランド化されたホワイト 
    ラベル提供品の製作会社 
・ オーダーメイド商品、手作り 
    商品の製作者 
・ Amazon.co.jpで唯一、 
   もしくは独占的な販売業者 

Amazonブランド登録プログラムへ
申請し、承認後、新たな商品ページ

を作成する。*2 

*1 
製品コードの詳細については、 
こちらをご確認ください。 
 
 
 
 

*2 
Amazonブランド登録については、 
こちらをご確認ください。 
 
 
 
*3 
製品コードなし商品の出品承認申請は、 
テクニカルサポートまでご依頼ください。 
詳細はこちらをご確認ください。 
 

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/ 
display.html/?ie=UTF8&nodeId=108730011 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/48551 C. (製品コードの付与がない) 
    Bにあてはまらない 

製品コードなし商品の出品承認後、
新たに商品ページを作成する。*3 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/ 
200955930/ 

 

    ※製品コード（JAN・UPC・EAN）がある商品の登録マニュアルはこちら、製品コードがない商品の登録マニュアルは、 
     こちらからご確認ください。 
 

     （製品コードがある商品の登録マニュアル）https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01021W/MA01021W.html 

     （製品コードがある商品の登録マニュアル）https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10031W/MA10031W.pdf 

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=108730011
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200955930/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/48551
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=108730011
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=108730011
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=108730011
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/48551
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200955930/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200955930/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200955930/
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01021W/MA01021W.html
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10031W/MA10031W.pdf
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01021W/MA01021W.html
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01021W/MA01021W.html
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01021W/MA01021W.html
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10031W/MA10031W.pdf
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10031W/MA10031W.pdf
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10031W/MA10031W.pdf
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※商品登録のポイント 
 
 
 
 
 
 【来客数の最大化】 
  ・「検索キーワード」  ：検索する購入者に対し、露出を効果的に増やすことで来客数を最大化します。 
 
  ・「ブラウズノード」  ：正しいカテゴリに出品商品表示させることで、来客数を最大化します。 
 
 【購買率の最大化】 
  ・「商品情報の最適化」 ：購買を決断しやすいよう、適切な商品情報を設定して、購入率を最大化します。 
 
 【客単価の最大化】 
  ・「プロモーション機能」：商品の割引や送料無料など、独自の特典の設定して客単価を最大化します。 
               https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=60951 

 
出品その他のお役立ちコンテンツ 
 

 ・商品登録・出品に関する動画マニュアルはこちらをご確認ください。 
 
 ・Excelファイルで商品を一括で登録方法があります。詳細はこちらをご確認ください。  
 
 ・各商品カテゴリーごとの「商品登録規約/商品登録ルール」については、こちらをご確認ください。 

３．Amazonでの出品・販売について 

来客数 × 売上 ＝ 購買率 × 客単価 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?itemID=10471 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=1661 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=10521 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=69111 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=121 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200227580/ 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?itemID=10471
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=10521&language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=60951&language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=60951
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=69111
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=121
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200227580/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?itemID=10471
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?itemID=10471
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?itemID=10471
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=1661
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=10521
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=69111
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=121
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200227580/
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③注文管理、発送 
 
一連の流れ 

 
 
 
 
 

※注文の流れについてはこちらをご確認ください。 
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200200040/ 

 

出品者様の担当範囲の手順 
 

 ①注文を確認・処理 
  Amazonから注文確定メールが届きます。また注文管理ページでも注文の詳細を確認できます。 
  

 ②注文商品を出荷 
  納品書を印刷して、同梱して出荷します。迅速な出荷は出品者の良い評価につながります。 
 

 ③出荷通知を送信 
  出荷通知を送信します。受注後30日以内に出荷通知を送信しなかった場合、注文は自動キャンセルとなります。 
   
注文管理その他のお役立ちコンテンツ 
 

 ・注文管理に関する動画マニュアルはこちらをご確認ください。 
 
 ・返金やキャンセル、保証についてはこちらをご確認ください。 

出品者様の担当範囲 

①    ②    ③ 

３．Amazonでの出品・販売について 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=28141 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=200198110 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200197960 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/69112/ 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=69126 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200200040/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200200040/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=28141
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=200198110
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200197960
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/69112/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=69126
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=28141
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=200198110
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200197960
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/69112/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=69126


21 

④入金管理 
 
商品代金回収の流れ 
 

 購入者からの商品代金はAmazonが回収を代行します。商品代金は手数料を相殺後、指定の銀行口座に自動的に 
 振り込まれます。 
 
 
 
 
 
 
銀行口座の準備 
 

 売上は、出品者様が出品用アカウントに登録する日本の銀行口座に振り込まれます。入金を受けるためには、 
 必ず国内の有効な銀行口座情報を登録してください。 
 銀行口座についての詳細については、こちらをご確認ください。 
 
 

入金額について 
 

 Amazonからの入金額については、売上から手数料を相殺した額を入金します。 
 入金額に伴う手数料の計算方法はこちらをご確認ください。 
 
 

ご入金のスケジュールについて 
 

 出品用アカウント登録日から毎14日周期で締め*、翌6～10営業日後のお振込みとなります。 
 ※一部の出品者様を除く 

購入者からの商品代金を
Amazonが回収 

Amazonから出品者様へ入金 
（振込手数料はAmazon負担） 

３．Amazonでの出品・販売について 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/851/ 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=19211 

Amazon 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/851/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=19211
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/851/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=19211
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まとめ 
 
 
 - Amazonでの出品者様の店舗運営の流れは、大きく分けて4つのパートがあり、 
  「①アカウント初期設定＞②商品登録・出品＞③注文管理・発送＞④入金管理」の手順で行います。 
 
 
 - ①アカウント初期設定：https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/69109/ 

   出品者情報の入力と配送料の設定は必須、ロゴの設定やギフトオプションは推奨設定です。 
 
  
 - ②商品登録・出品：https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=69111 

   商品登録は「制限付きカテゴリへの出品か？」「すでにAmazon.co.jp上に商品ページが存在するか？」 
   「製品コードが付与されているか？」によって出品方法が異なります。商品登録のポイントを踏まえて 
   出品を行います。 
 
      
 - ③注文管理・発送：https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/69112/ 

   出品者様の担当作業は、注文確認・処理＞商品を発送＞出荷通知を送信の3点です。 
 
  
 - ④入金管理：https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=14911 

   決済はすべてAmazonが代行します。毎14日周期締め*、翌6～10営業日後にお振込みです。 
   ※一部の出品者様を除く 
 

３．Amazonでの出品・販売について 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/69109/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/69109/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=69111
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=69111
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/69112/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/69112/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=14911
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=14911
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4．カスタマーサービス、評価について 
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カスタマーサービスについて  
カスタマーサービスは、「優れた購買体験の提供」において、非常に重要なポイントの1つです。購入者の満足が、 
ひいては出品者様の満足・利益につながります。正しい知識でカスタマーサービスを行ってください。 

商品購入前 商品購入 商品購入後 

■購入者の問合せルート 
 出品者様のページの「出品者に連絡」から問合せ 
 
 

出品者様A 

出品者様Aのストア 

出品者様Aのほかの商品 

■購入者の問合せルート 
 購入者のアカウントサービスの「注文履歴を見る」 
 の「出品者に連絡する」から問合せ 

4．カスタマーサービス、評価について 

購入者の問い合わせの窓口 
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カスタマーサービスの手順 

4．カスタマーサービス、評価について 

 
メッセージを送受信する方法について 
 

 ①セラーセントラル 右上の「メッセージ」       ②注文管理の「購入者へ連絡する」 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 ※メッセージ管理の詳細については、こちらをご確認ください。 
 
カスタマーサービス時のポイント  
 

 ・Amazonの返品・返金ポリシーに従って対応しなければなりません。詳細はこちらをご確認ください。 
 
 ・注文によって得られた個人情報を、注文に無関係なマーケティング活動に活用することは禁じられています。 
 ・電話およびEメールでの問い合わせのいずれにも、24時間以内に対応することが推奨されます。 
 
その他のお役立ちコンテンツ 
 

 ・カスタマーとのコミュニケーションのガイドラインについてはこちらをご確認ください。 

000-0000000-0000000 
商品A 

アマゾン太郎 

アマゾン太郎 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200389080 

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?&nodeId=3494121 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=1701 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200389080
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?&nodeId=3494121
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=1701
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200389080
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?&nodeId=3494121
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=1701
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=1701
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=1701
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顧客満足指数 

4．カスタマーサービス、評価について 

 
顧客満足指数は、出品者様のAmazon.co.jpでの出品がうまくいっているかを確認する上で、重要な指標の一つです。
Amazonでは、出品者様の評価に関して改善または維持していただく目安となる目標を設けております。この目標が達
成できなかった場合でもアカウントの評価は下がりませんが、改善が見られない場合はアカウントの一時停止等につな
がる可能性があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※顧客満足指数の概要については、こちらをご確認ください。 
 
 

パフォーマンスの目標について 
 

 ・出品者様のパフォーマンスは、注文不良率：1％未満、出荷前キャンセル率：2.5％未満、出荷遅延率：4％未満 
  が目標となっています。詳しくはこちらをご確認ください。 
 
 ・パフォーマンスの状況については、こちらをご確認ください。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200205250 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200370550 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200285250 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200205250
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200370550
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200285250
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200205250
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200205250
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200205250
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200370550
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200370550
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200370550
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200285250
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200285250
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200285250
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評価について 

4．カスタマーサービス、評価について 

 
商品の購入やカスタマーサービスなどから得られた、購入者の満足の指標が「評価」となります。広告やポイントに 
よる集客手法がないAmazonでは、購入者からの評価は他の購入者の購買の後押しとなり、出品者様の売上に大きく 
影響します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
評価機能について 
 

 ・セラーセントラルの「パフォーマンス」では、評価への返答やレポートのダウンロードが可能です。 
 ・評価管理機能の概要や使い方については、こちらをご確認ください。 
 
 ・購入者から高い評価を受けるには、高いパフォーマンスを維持することが大切です。 
  より具体的なケースについては、こちらをご確認ください。 

出品者様A 

出品者様Aのストア 

出品者様Aのほかの商品 

出品者様への評価 セラーセントラルからも確認可能 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=761 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=12051 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=761
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=12051
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=761
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=12051
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まとめ 
 
 
 - 良質なカスタマーサービスの提供は、「優れた購買体験」を提供する上で重要な要素である。 
 
 
 - 購入者とのやりとりは、セラーセントラルのメッセージ機能を利用して対応する。 
 
  
 - 「注文不良率：1％未満」「出荷前キャンセル率：2.5％未満」「出荷遅延率：4％未満」が、出品者様の 
  パフォーマンスの目標となっている。 
      
 
 - 購入者からの高い評価を受けるために、出品者様は在庫管理や出荷、カスタマーサービスなど高いパフォーマンス 
   を維持することが大切である。 
 
  
 
 

4．カスタマーサービス、評価について 
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付録：お役立ちリンク集 

- 規約・ガイドライン・・・出品に際する様々な規約・ガイドラインです。必ずご一読ください。 

 
- 出店・出品・その他のコンテンツ・・・出品に際して便利なコンテンツの一覧です。 

 
- 出品者様が知っておくべきポイント・・・出品者様が知っておくべき知識・ポイントの一覧です。 

 
- 出店までのチェックリスト・・・販売開始前に確認すべき項目のリストです。 

 
- 動画マニュアル・・・様々な機能やサービスに関する動画マニュアルの一覧です。 

 
- テキストファイルテンプレート・・・商品登録や配送料の上書きなどのファイルテンプレート集です。 

 
- 商品検索シート・・・既存の商品ページを一括で検索できるツールです。 

 
- 売上促進のヒント・・・Amazonでの売り上げ促進に関するヒントを紹介しています。 

 
- Amazon出品サービス掲示板・・・出品者の皆様に向けて様々な情報を配信しています。  

 
- フルフィルメント by Amazon（FBA）・・・Amazonの物流代行サービスです。販売力強化にご活用ください。 
 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/521/ 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200227580/ 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200421970 

https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10026P/MA10026P.pdf 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200247330/ 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=13461 

https://s3.amazonaws.com/seller-tool/ShouhinKensakuSheet.html 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=43381 

http://aws.typepad.com/marketplace_jp/ 

http://www.amazonservices.jp/jp/services/fulfillment-by-amazon.htm 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/521/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200227580/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/ref=sc_hp_rel_200421970?ie=UTF8&itemID=200421970&language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200421970
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10026P/MA10026P.pdf
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200247330/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=13461
https://s3.amazonaws.com/seller-tool/ShouhinKensakuSheet.html
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=43381
http://aws.typepad.com/marketplace_jp/
http://aws.typepad.com/marketplace_jp/
http://aws.typepad.com/marketplace_jp/
http://www.amazonservices.jp/jp/services/fulfillment-by-amazon.htm
http://www.amazonservices.jp/jp/services/fulfillment-by-amazon.htm
http://www.amazonservices.jp/jp/services/fulfillment-by-amazon.htm
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/521/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200227580/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=200421970
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10026P/MA10026P.pdf
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10026P/MA10026P.pdf
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10026P/MA10026P.pdf
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200247330/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=13461
https://s3.amazonaws.com/seller-tool/ShouhinKensakuSheet.html
https://s3.amazonaws.com/seller-tool/ShouhinKensakuSheet.html
https://s3.amazonaws.com/seller-tool/ShouhinKensakuSheet.html
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=43381
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=43381
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=43381
http://aws.typepad.com/marketplace_jp/
http://www.amazonservices.jp/jp/services/fulfillment-by-amazon.htm
http://www.amazonservices.jp/jp/services/fulfillment-by-amazon.htm
http://www.amazonservices.jp/jp/services/fulfillment-by-amazon.htm
http://www.amazonservices.jp/jp/services/fulfillment-by-amazon.htm
http://www.amazonservices.jp/jp/services/fulfillment-by-amazon.htm


30 

出品に関する各種お問い合わせは 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html 
 

Copyright 2016 Amazon.com, Inc. and its affiliates.All rights reserved. Amazon、 Amazon.co.jp、フルフィルメント by Amazon、Amazonプライム 
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