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長期休暇前に
行うべき設定

出 品 を は じ め て み よ う

適切な設定を行わずに長期休暇に入ると、出荷遅延率が上昇し、出品者様のパフォーマンスに大
きな影響が生じる場合があります。長期休暇の前には必ずご自身の状況に応じた設定を行ってく
ださい。
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4 マケプレプライム/お急ぎ便関連プログラムを利用している場合 –通常配送への切り替え方法

5 FAQ よくある質問

長期休暇の際に、ご自身がどのような設定が必要かを以下のチャートでご確認くだ
さい。

長期休暇前に行うべき設定

休止設定
上記をクリックしたヘルプ
ページで出品ステータスを
停止中にしてください。

YES

NO

ご利用中ですか？
• マケプレプライム
• お急ぎ便関連プログラム
• お届け日時指定便
• お取り寄せ注文
• 即日出荷

休暇をとりながら、出品者出
荷の注文を受注しますか？

設定完了

まずは 出荷作業日数について確認してくださ
い。(長期休暇の出荷作業日数例はP8)

・ 1商品ずつの変更 P5
・ ファイルでの一括変更 P6

ひとつでもYES ・配送パターンの変更
P10

NO

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?itemID=G200135620
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1. 出荷作業日数（リードタイム）とは

① 在庫管理画面で1商品ずつ変更する
② 価格と数量ファイルで一括変更する ※ 大口出品者様のみ使用可能

商品ごとに出荷までにかかる出荷作業日数（リードタイム）を適切に設定することで、出荷遅延
率の上昇を防ぐことができます。特に、休暇を取りながら受注をするには出荷作業日数の調整が
必要です。

リードタイムを設定するには、以下の2つの方法があります。

設定中の出荷作業日数は
このように表示されます

リードタイム
①商品詳細ページ ②出品者一覧ページ ③注文確定画面 ④(セラーセントラル)注文管理画面 ⑤購入者宛注文確認メール ⑥アカウントサービス

リードタイム表記 リードタイム表記 発送予定時期 出荷予定日 配送予定 お届け予定時期 お届け予定時期

空欄 在庫あり 在庫あり 注文日+1日 注文日+1日

出荷作業日数+配送所要日数

1 在庫あり 在庫あり 注文日+1日 注文日+1日

2 在庫あり 在庫あり 注文日+1日-2日 注文日+1日-2日

3 通常2-3日以内に発送します 通常2-3営業日以内に発送します 注文日+2日-3日 注文日+2日-3日

4 通常3-4日以内に発送します 通常3-4営業日以内に発送します 注文日+3日-4日 注文日+3日-4日

5 通常4-5日以内に発送します 通常4-5営業日以内に発送します 注文日+4日-5日 注文日+4日-5日

6-10 通常6-10日以内に発送します 通常6-10営業日以内に発送します 注文日+6日-10日 注文日+6日-10日

11-15 通常1-3週間以内に発送します 通常1-3週間以内に発送します 注文日+11日-15日 注文日+11日-15日

16-20 通常2-3週間以内に発送します 通常2-3週間以内に発送します 注文日+16日-20日 注文日+16日-20日

21-30 通常3-5週間以内に発送します 通常3-5週間以内に発送します 注文日+21日-30日 注文日+21日-30日

設定するリードタイムとAmazonページ上での表記については、下の一覧表を参考にしてくださ
い。
リードタイム：基本的には、土日祝を除く営業日で計算されますが、出品者様の配送設定の営業
日に基づきます。(次ページ参照)
配送所要日数：土日を含めて計算します。(祝日は含めません)
※出品大学講座「お届け予定日の設定」も合わせてご確認ください。

長期休暇前に行うべき設定

https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G200955560
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/courses?ref_=su_home_c10_m444&moduleId=444
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土日出荷の設定

出荷作業日数（リードタイム）の目安

出品者様の出荷実績によって、土曜日と日曜日が自動的に「出荷可能な日」となっていることが
ございますので、出荷作業日数の設定の前に必ず設定状況をご確認ください。設定タブ＞配送設
定>一般配送設定 にて確認が可能です。

土日の出荷をやめたい場合はチェックを外して保存いただきますと、平日のみの出荷に切り替わります。

出荷作業日数は土日祝日を除いて計算されます。12月30日(金)と1月3日(火)も営業さ
れる場合は、出荷作業日数の変更の必要はございません。長期休暇として12月29日～
1月3日に設定される場合は、12月28日までに出荷作業日数を4日間に設定していただ
ければ、 12月28日以降に受注した注文は休暇明けからの出荷となります。※出荷準備
を想定し、さらに1～2日プラスすることを推奨します。なお、土日も出荷作業日数に
含まれる場合がございます。詳しくは、P７をご参照ください。

例：2022/12/29～2023/1/3を休暇とした場合

長期休暇中の配送につきまして、ご契約されている配送会社様に通常とは異なるスケジュール
での集荷・配送が発生するか必ずご確認ください。

12/30 12/31 1/112/2912/28 1/71/2

平日

出荷可 出荷可

土曜日平日

出荷可

出荷開始

平日平日

長期休暇

1/3 1/412/27

休暇出荷可 休暇休暇 休暇 休暇

1/8

土曜日 日曜日平日 平日祝日平日

休暇 休暇休暇

祝日 平日

1/5 1/6

出荷可 休暇

祝日

1/9

長期休暇前に行うべき設定

出荷可能な日の確認方法と注意点
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2.1 商品ずつの変更手順

セラーセントラルの「在庫」
メニューから「全在庫の管
理」をクリックします。

在庫管理画面にて、該
当商品の「詳細の編
集」をクリックします。

1

2

詳細の編集ページにて、「出品情報」タブをクリックします。
3

1-30の半角数字を入力します

5
ページ下部「保存して終了」ボタン
をクリックして完了です。

sssssssssssssssssssssssssssssssssss

注文から出荷までの日数に休暇日数分の日
数を指定します。
※注文日から30日以内に発送できない場合、
その注文は自動キャンセルと
なります。

4

長期休暇前に行うべき設定
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3. ファイルでの一括変更手順 ファイルの作成

こちらのページから「価格と数量ファイル」をダウンロードします。

※ファイルでの一括変更に必要な出品中の商品情報は、「出品レポート」でダウンロードできます。
詳しくは、ヘルプページ「出品レポートのダウンロード」をご確認ください。

「価格と数量変更ファイル」リンクをク
リックするとファイルの保存に関しての
ポップアップが表示されます。

2

次の画面で「ファイルを保存す
る」を選択し「OK」をクリック。

3

gああああああああ

「価格と数量変更ファイル」を選択
します。
※このファイルは注文から出荷まで
の日数も変更できるファイルです。

1

長期休暇前に行うべき設定

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/1641
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/561
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ｇｆｑｇｇｇｇｇｇｇ
ファイルを編集していきます。
エクセルファイルを開いて「編集
を有効にする」ボタンをクリック
します。

5

「価格と数量変更用テンプレー
ト」というシートを選択します。

4

エクセルの仕組みで数字が変換されることを防ぐため、SKUの入力は「文字列」でおこないます。

例1） SKU：00434567890
数字だけ入力する場合先頭の「0」が消えてしまいます。
必ず「文字列」で入力ください。

例2） SKU：0043456789004
数字だけ入力する場合04桁を超えると形式が変換されます。
必ず「文字列」で入力ください。

【ご注意ください】
• 「商品管理番号(sku)」「在庫数(quantity)」については変更がなくても同じ数字を
エクセルファイルに記入してください。

• 「出荷作業日数(handling-time)」は休暇期間を含むような日数を入力ください。

出品者出荷をしている商品の
「商品管理番号(sku)」
「在庫数(quantity)」
「出荷作業日数(handling-time)」
に値をすべて入力します。

6

長期休暇前に行うべき設定
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これでアップロードするファイルの作成は完了です。

次はアップロードについてご説明します。
なお、作成いただいたファイルはデスクトップやローカルファイルに保存ください。
在庫数や出荷作業日数の数値を変更することで、出荷作業日数の設定を戻す際にご活用いただけ
ます。

「価格と数量ファイル」をアップロードします。セラーセントラルの「カタログ」メニューの
「アップロードによる一括商品登録」をクリックして下記のページに移動してください。

価格と数量変更ファイルを保存します。
- ファイルメニューをクリックし、「名前をつけて保存」をクリックしてください。

7

-「ファイルの種類」で「テキスト
（タブ区切り）(.txt)」を選択。
ファイルを保存する場所を指定し、
ファイルに名前をつけて「保存」
をクリックします。

8

次の画面で「在庫ファイル
のアップロード」リンクを
クリックします。

ｊ

9

アップロードボックスに、ファ
イルをドラッグ&ドロップしま
す（ブラウズをクリックするこ
ともできます）。

10

長期休暇前に行うべき設定
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3. ファイルでの一括変更手順 ファイルの作成

※処理レポートは、言語
設定を変更することがで
きます。詳細はこちら。

11

「アップロード」ボタンをクリッ
クしてください。ステータス変更
後は、入力したリードタイムが反
映されます。

12

3. ファイルでの一括変更手順 ファイルのステータスの確認

アップロードステータスの確認タ
ブからアップロードしたファイル
の確認ができます。処理レポート
のダウンロードをクリック

13

4行目
5行目
6行目

処理レポート確認例

4行目：成功 在庫数を10に、リードタイムを1に変更できた。
5行目：エラーあり → 商品管理番号が存在しない。 原因：記入ミス
6行目：エラーあり → 商品管理番号を記入していない。 原因：記入ミス

長期休暇前に行うべき設定

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?itemID=G200690450
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4. 通常配送への切り替え －マケプレプライム/お急ぎ便関連プログラム/お届け日
時指定便/即日出荷を通常配送にする

マケプレプライム/お急ぎ便関連プログラム/お届け日時指定便をご利用されている商品は、出荷
作業日数(リードタイム)の設定にかかわらず出荷期日が決まっております。したがって、配送設
定を通常配送に変更しなければなりません。

セラーセントラル右上の「設
定」タブから「配送設定」をク
リックします。

1

マケプレプライム/お急ぎ便関連
プログラム/即日出荷などが設定
されている配送パターンを選択。

1

2

配送パターンを編集をクリック
3

該当の配送サービスのチェックマークを外す

1

4

長期休暇前に行うべき設定
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離島・その他離島地域はこちらから、郵便番号毎にご確認いただけます。
http://seller-guide.s3.amazonaws.com/jp/SBR/JP_REGION_DEFINITION.xlsx

「新しい地域を追加」をクリック
5

「地域を選択」をクリックし、
「すべての地域」を選択1

6

「次へ」をクリック
※離島への出荷をしない方は離島のチェックマークを外してください。

7

※長期休暇が終わった際に、マケプレプライム/お急ぎ便関連プログラムのチェックマー
クを付けることで、休暇前に設定していた配送パターンに戻すことが可能です。

お急ぎ便関連プログラムの
チェックを外す。1

8

保存して完了
9

長期休暇前に行うべき設定

http://seller-guide.s3.amazonaws.com/jp/SBR/JP_REGION_DEFINITION.xlsx
http://seller-guide.s3.amazonaws.com/jp/SBR/JP_REGION_DEFINITION.xlsx
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A. 大変申し訳ございませんが、現在リードタイムを一括ダウンロードする方法はございません。

Q. 長期休暇設定前に現在のリードタイムをファイルで一括ダウンロードしたいので
すが、可能でしょうか？

A. 購入者様からのメッセージに関しては、引き続き顧客満足度観点から24時間以内の返信を推奨い
たします。

Q. 長期期間中の購入者様からのメッセージはどのように対処したらよいですか。

A. はい、フルフィルメント by Amazon(FBA)をご利用いただくことで可能です。FBAは商品の保管
から注文処理・出荷・配送・返品に関するカスタマーサービスまでを代行するサービスです。FBA

については出品大学「 FBAについて(概要編) 」をご参照ください。

Q. そのほかに休暇中に販売を続ける方法はありますか？

長期休暇前に行うべき設定

5. FAQ よくある質問

A. FBAを利用している商品は休暇時の設定は不要です。

Q. FBA商品は休暇のための設定が必要ですか？

A. 「在庫数」「出荷作業日数(リードタイム) 」「商品の入荷予定日」は、連動しており、「在庫
数」のみを入力してアップロードしますと、「出荷作業日数(リードタイム) 」「商品の入荷予定
日」は、消える仕様となっております。上記の３つのいずれかを更新する場合は、セットで更新す
る必要があります。また、「価格」「ポイント」も従属項目となっておりますのでご注意ください。

Q. ファイルで出荷作業日数(リードタイム)を一括入力するときに、他に注意するこ
とはありますか？

https://sellercentral.amazon.co.jp/learn/courses?ref_=su_courses_c8_m34&courseId=8&moduleId=34&modLanguage=Japanese&videoPlayer=youtube
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長期休暇前に行うべき設定

A. 外部ツールを利用されている場合は、ツールの開発元へご相談ください。

Q. 在庫数を更新する外部ツールを利用している場合はどのようにすればいいでしょ
うか？
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