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危険物における
FBAのご利用について

F B A を 活 用 し よ う

この講座では、危険物における以下7つの点について解説しています。
また、内容は事前の告知なく変更される可能性があります。ルール変更がある場合にはメールに
てお知らせします。
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危険物に該当する商品とは？

Amazonでは、フルフィルメントセンターの在庫を定期的に調査し、危険物に分類された商品が適
切に識別されているかどうかを判断していますが、納品する商品が危険物として規制されている
かどうかを確認していただくのは、出品者様の責任です。この資料はあくまでも参照用資料です。
ご不明点はテクニカルサポートまでお問い合わせください。

■国際航空運送協会(IATA)によって危険物として輸送が規制されている商品をアマゾンでは危険
物としています（リチウム電池単体またはリチウム電池を含む商品を除く）

■主に「危険物」に該当する条件
• 商品またはパッケージに、「腐食性」、「可燃性」、「刺激性」、「有害性」、「環境に有害」、
「有毒」、「限定量」、「危険」、「まぜるな危険」などの警告が示されている

• 引火点が250℃以下
• スプレー缶に入っている
• ・圧縮されたガスである

具体的にどのような商品が該当するかについては、こちらのヘルプページやIATAの公式サイトをご
参照ください。(IATAの公式サイトは英語のみとなります)

ヘルプページ： https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G201003400

IATA公式サイト(英語のみ)： http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/index.aspx

危険物におけるFBAのご利用について

https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G201003400
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/index.aspx
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危険物におけるFBAのご利用について

国際航空運送協会(IATA)によって危険物として輸送が規制されている商品の例

分類区分 特性 商材例

1 爆発物・火薬類 花火・クラッカー・発煙筒・爆竹

2.1 引火性ガス ガス入りライター・引火性エアゾール類、小型燃料ガスボンベ、カ
セットコンロ用ガス

2.2 非引火性ガス 酸素・炭酸・エアガンガス・ヘリウムなどの圧縮ガス、消火器、液
体窒素、ダイビング用ボンベ・ソーダストリームのカートリッジ

3 引火性液体

オイルライター、ペイント類、ネイルグッズ、香水、接着剤、ガ
ソリンアルコール、印刷用インク、香料、灯油、アロマオイル、
アルコールやグリセリン、精油などの引火性液体を原料に使用し
た、消毒液や化粧品、一部のヘアオイル

4.1 可燃性物質 マッチ・カルシウム・マグネシウム・着火剤・活性炭・アルコール
タイプのウェットティッシュ

5.1 酸化性物質 漂白剤・小型酸素発生器・過酸化水素水を含む育毛剤

6.1 毒物類 殺虫剤・農薬・消毒剤・バクテリア・ウィルス・蚊取り線香

7 放射線物質 ウラン鉱石・イオン化式煙探知機・右のマークがついている商品

8 腐食性物質 鉛蓄電池・一部の洗剤・台所用漂白剤・水銀・硫酸・酢酸・
チオ尿酸

9 その他 エンジン・強い磁石・自動車用液体バッテリー・電動自転車
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危険物におけるFBAのご利用について

危険物に該当する商品かを確認する方法

セラーセントラルの検索ウィンドウに、「危険物」と入力し、検索ボタンを押下する

ASINの検索にチェックを入れて、「次へ」ボタンを押下する。
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危険物におけるFBAのご利用について

対象のASINを入力し、「ステータスを確認する」ボタンを押下する。

表示されるメッセージの内容詳細については次ページ参照。

危険物の該否の結果が
表示されます。
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危険物におけるFBAのご利用について

表示されるメッセージの内容詳細

表示メッセージ 必要な対応

この商品は危険物です 商品は危険物に該当するので、所定のルールに従って納品作業を
進めてください。

この商品は危険物ではありませ
ん 商品は危険物に該当しないため、通常商品として納品可能です。

追加情報が必要です

次の2パターンの場合があるので、それぞれの内容に沿って対応を
お願い致します。
(詳細は次ページ参照)

電池情報不足による、危険物審査保留のため、審査に使用する電
池に関する製品情報確認シートを提出してください。

製品情報不足による、危険物審査保留のため、審査に使用する安
全データシートを提出してください。

メッセージが何も表示されてい
ない場合

危険物審査中につき、審査完了まで4営業日お待ちください。
4営業日経過後も審査が完了しない場合は、商品情報の入力漏れ、
間違い、または矛盾がある可能性があるため、P.26をご参照のう
え、テクニカルサポートにご相談ください。
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電池情報の不足により、危険物審査が行えません。電池に関する製品情報確認シートに必要情報
を入力し、署名の上所定のリンクよりアップロードしてください。

危険物におけるFBAのご利用について

パターン 1

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=201371860
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/fba/material-safety-data-sheet/index.html/
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製品情報の不足により、危険物審査が行えません。安全データシート(SDS -Safety Data Sheet)ま
たは製品情報確認シートに必要情報を入力し、署名の上所定のリンクよりアップロードしてくだ
さい。

危険物におけるFBAのご利用について

パターン 2

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/fba/material-safety-data-sheet/index.html
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ヘルプページ(危険物確認ガイド)：
https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G201003400

ヘルプページ(危険物判定作業)：
https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G201749580

Amazon出品大学 (危険物の情報を正しく提供しよう)：
https://sellercentral.amazon.co.jp/learn/courses?moduleId=3fbbf8d1-4210-4089-9464-

f41de8e9e75f&sid=SU-SEARCH-93672c73-91cc-4a21-9be2-

b692234c6ccf&ref_=su_search&modLanguage=Japanese&videoPlayer=youtube

危険物におけるFBAのご利用について

危険物判定/審査についてのより詳細な内容は、下記ページからご確認いただけます

https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G201003400
https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G201749580
https://sellercentral.amazon.co.jp/learn/courses?moduleId=3fbbf8d1-4210-4089-9464-f41de8e9e75f&sid=SU-SEARCH-93672c73-91cc-4a21-9be2-b692234c6ccf&ref_=su_search&modLanguage=Japanese&videoPlayer=youtube
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FBAでは販売できない危険物

危険物におけるFBAのご利用について

分類区分 特性 取り扱い不可の商材 取り扱い禁止の商品例

1
爆発物
火薬類

この分類の商材すべて 花火、パーテイークラッ
カー、 発煙筒、爆竹

2.1
2.2

引火性ガス
非引火性ガス

下記の圧縮ガスを含む商品のうち、
<LPG. 液化（石油）ガス・窒素ガ
ス・炭酸ガス＞

商品自体の大きさが1L(1000 立方
センチメートル)を超える商品もし
くは商品サイズが1L以下でも、摂氏
35度の環境において、ガスの圧力が
0.8Mp 以上の商品

飲料炭酸生成用ガスシリン
ダー、スキューバ用酸素ボ
ンベ

2.3 毒性ガス この分類の商材すべて
一酸化炭素、酸化エチレン、
液体アンモニアの含まれる
商品

3 引火性液体

・主成分としてエタノール を含む
商品(例：香水)で重量
(容量)がボトルあたり 1kg 以上の
商品
・主成分としてアルコール を含む
商品で重量(容量)が
ボトルあたり１kg 以上の商品
・主成分としてイソドデケン を含
む化粧品で重量(容量)がボトルあ
たり1kg 以上の商品
・マニキュア・ペンキなどの塗料
とみなされる類のもの→重量(容量)
がボトルあたり原則5kg 以上の商
品

業務用の消毒用アルコール、
ペンキ
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危険物におけるFBAのご利用について

分類区分 特性 取り扱い不可の商材 取り扱い禁止の商品例

4.2
4.3

自然発火性物質
水反応可燃性物質 この分類の商材すべて

高濃度の次亜塩素酸ナトリ
ウム、活性炭、硫化ナトリ
ウム、金属触媒

6.1 毒物類 毒物および劇物取締法(毒劇法)によ
る規制の対象商品

メタノール(純正)、過酸化
水素水 (6%以上)
ヒ素、クロロホルム、バク
テリア、ウィルス

6.2 感染性物質 この分類の商材すべて バクテリア、ヴィールス、
医薬用廃棄物

7 放射線物質 この分類の商材すべて
ウラン鉱石・ガイガーカウ
ンターのテスト用の物質・
一部の種類の煙感知器（イ
オン化式感知器）

8 腐食性物質
• 鉛蓄電池

• 水銀
鉛蓄電池、水銀式体温計、
水銀式温度計

9 その他
• 環境有害物質

• 内燃機関
エンジン、強い磁石

上記のように一部危険物は、下記法律で規制されているだけでなく、FBAでも独自に販売を禁止
している場合があります。
• 高圧ガス保安法
• 消防法（クラス4を除く）
• 毒物及び劇物取締法
• 火薬類取締法
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通常のFBAと異なる点

リチウムバッテリーを含む危険物商材のみFBAパートナーキャリアサービスをご利用いただけま
すが、その他の危険物商材については利用できません。

危険物におけるFBAのご利用について

FBA パートナーキャリアサービスの利用不可

引火性液体にあたる商品はASIN毎に納品数量が設定されます

引火性液体にあたる商品は消防法の規制で特別なエリアを設けて管理しているため、
過去の販売実績・回転数などをもとに在庫の上限数を設定します。
各ASINの上限数の初期値は200点ですが、販売実績に応じて、上限数を定期的に見直しいたしま
す。
引火性液体にあたる商品の一例は P.30 参照

通常のFBAとは一部運用が異なりますのでご注意ください。

引火性液体の納品先

狭山FC (HND2), 小田原FC (FSZ1), 古河FC (TPZ1), 神戸FC (TPZ2), 加須FC (TPZ3), 中台FC (TPZ4),

柏FC (TPZ5), 上尾堤崎 (TPZ6) のみ
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危険物におけるFBAのご利用について

Amazon狭山倉庫 (HND2) への納品のみ

• パレットを利用した納品不可

古河FC (TPZ1), 神戸FC (TPZ2), 加須FC (TPZ3), 中台FC (TPZ4), 柏FC (TPZ5), 
上尾堤崎（TPZ6）への納品のみ

• FBA梱包準備サービスの利用不可
• 商品ラベル貼付サービスの利用不可
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危険物の取り扱い開始方法

以下の検索ウィンドウに、「危険物」と入力し、検索ボタンを押下する

「FBA危険物納品プログラムへの申請」にチェックを入れ、「次へ」ボタンを押下いただければ申
請完了です。
数日中に担当部署よりご連絡させていただきますのでお待ちください。

※申請を受けて2週間ほどお時間をいただき、担当者よりケースにてご連絡をいたします。
※FBA危険物の出品は現在大口出品者様のみとなりますので、あらかじめご了承ください。

危険物におけるFBAのご利用について
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危険物を納品する際のルールと注意点

A5サイズ以上で貼付してください。複数箱での納品の場合はすべての輸送箱に貼付してください。
シートの張り忘れは重大な納品不備となります。

危険物におけるFBAのご利用について

輸送箱の側面に次ページのラベルを貼付

納品できるサイズは小型サイズと標準サイズのみ

通常商品との(付属品を含む)セット販売および同梱をしない

「大型」に区分される商品は納品できません。

該当する商品は他の通常商品と分けて販売/納品いただき輸送箱も分けてください。

引火性液体にあたる商品はASIN毎に納品上限数が設定されます

引火性液体にあたる商品は消防法の規制で特別なエリアを設けて管理しているため、過去の販売
実績・回転数などをもとに在庫の上限数を設定します。
各ASINの上限数の初期値は200点ですが、販売実績に応じて、上限数を定期的に見直しいたしま
す。引火性液体にあたる商品の一例は P.30 参照

FBAの通常の納品ルールに加え、下記のルールを守ってご納品ください。ルールが守られていな
い場合、受領ができず出品者様負担で返送される場合があります。度重なる危険物の納品不備や
重大な納品不備が確認された場合などは、危険物のFBAが利用できなくなることがあります。

混合在庫での納品は不可

全ての商品に商品ラベルを貼付してください。混合在庫(JANコード納品)での納品はできません。
(ラベル貼付の際は、ラベル貼付サービスをご利用いただくことも可能です。)



危険物 在中

【FBA】

※このシートはA5以上で印刷してください
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商品登録をする際に必要な手続き

セラーセントラル上で新たにASINを作成する際や、出品者出荷からAmazon出荷に変換を行う際
は、出品するASINが危険物に該当するかどうか詳細情報を入力する必要があります。

Step 1：在庫管理画面から、 FBAで出品したい ASINを選択し、出品者出荷からAmazon出荷に変
換を行います。

危険物におけるFBAのご利用について
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危険物におけるFBAのご利用について

Step 2：以下画面の危険物情報を追加のリンクをクリックします。

クリック

Step 3：質問に対して該当する回答をそれぞれ選択肢から選んでください。電池が含まれる商品
の場合、「はい」を選択すると詳細情報を回答するための更なる質問が表示されます。
なお「いいえ」を選択した場合は、質問は表示されず、入力の必要はありませんので、 Step 4 に
進みます。
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危険物におけるFBAのご利用について

該当するものを選択

該当する電池
構成を選択
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危険物におけるFBAのご利用について

該当する電池の種類・
サイズを選択

含有する
電池の数を入力
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危険物におけるFBAのご利用について

Step 4：製品規制情報についての質問に回答してください。製品規制情報とは、出品する商品が
危険物に該当するかどうかを確認するためのものです。出品する商品が危険物に該当する場合は’
はい’を選択し、詳細情報を回答するための更なる質問が表示されますので、回答してください。
なお‘いいえ’や‘不明’を選択した場合は質問は表示ないため、入力の必要はありませんので送信ボ
タンを押して変換を完了してください。

該当するものを
選択
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危険物におけるFBAのご利用について

Step 5：適用される危険物の種類を選択してください。選択した回答によって、その後に表示さ
れる質問の内容が異なります。

該当するものを
選択

安全データシート(SDS)のURLについては、メーカーホームページなどから取得が可能です。取得
できない場合は、直接メーカーや仕入れ先にご確認の上取得してください。

「保管」を選択した場合の質問内容



24

危険物におけるFBAのご利用について

安全データシート(SDS)および国連(UN)番号については、メーカーホームページなどから取得が
可能です。取得できない場合は、直接メーカーや仕入れ先にご確認の上取得してください。

「配送」を選択した場合の質問内容
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危険物におけるFBAのご利用について

安全データシート(SDS)のURLについては、メーカーホームページなどから取得が可能です。
取得できない場合は、直接メーカーや仕入れ先にご確認の上取得してください。

「廃棄」を選択した場合の質問内容
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危険物におけるFBAのご利用について

安全データシート(SDS)のURLについては、メーカーホームページなどから取得が可能です。
取得できない場合は、直接メーカーや仕入れ先にご確認の上取得してください。

「危険物ラベル」を選択した場合の質問内容

該当するものを選択
※最大３つまでの選択となるため、
4つ以上該当する場合は
左記の優先順位でご選択ください。

1. 毒物
2. 腐食性（目又は皮膚に対する
腐食性）
3. 人体に有害な物質
4. 刺激性物質
5. 爆発物
6. 酸化性物質
7. 腐食性物質
8. 圧縮ガス
9. 環境に対して有害な物質
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危険物におけるFBAのご利用について

安全データシート(SDS)のURLについては、メーカーホームページなどから取得が可能です。取得
できない場合は、直接メーカーや仕入れ先にご確認の上取得してください。

「その他」を選択した場合の質問内容
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危険物におけるFBAのご利用について

Step 6：すべての情報入力が完了したら送信ボタンを押してください。
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危険物の再判定/再審査/URL以外での資料アップロードを下記ダッシュボードからおこなうことが
できます。
https://sellercentral.amazon.co.jp/fba/compliance-dashboard/index.html

1. 画面右上の”書類をアップロード”ボタンを押す

1. ポップアップされる画面にASINを入力し、ファイルを選択ボタンを押して安全データシート
(SDS)を選択し、最後にSDSで使用されている言語を選択し、アップロードボタンを押すと申請
完了です。

危険物におけるFBAのご利用について

※審査の状況を同じページから確認することができます。
一度判定されたASINの再審査を行う場合は”分類に異議を申し立てる”or”書類をアップロード”ボタンを押し、再
審査申請をおこなうことができます。

https://sellercentral.amazon.co.jp/fba/compliance-dashboard/index.html
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提供された危険物（DG）情報に漏れがなく、正確であれば、2営業日以内に判定を行います。
ただし提供された情報に不備もしくは矛盾があった場合は、FBAの販売が停止されることがありま
す。

下記のような要因で審査/判定が進められず時間を要することがあります。
その場合、必要資料の提出、ASIN情報の編集をおこなっていただくことで審査/判定を進めること
ができます。

• 製品が何であるかを判断するための十分な情報が詳細ページにない場合(タイトル、商品の仕様、
商品説明、画像が不明確、もしくは未記載など）

• （バッテリーを含む製品の場合）バッテリー情報が不明確、もしくは未記載の場合
• 必要な危険物情報が不足している場合
• 電池に関する製品情報確認シート、安全データシート(SDS -Safety Data Sheet)または製品情報
確認シートの内容が不完全、不正確な場合

• 危険物審査/判定中のASINを出品者出荷へ戻された場合

危険物判定/審査についてのより詳細な内容は、下記ページからご確認いただけます。

ヘルプページ(危険物確認ガイド)：
https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G201003400

ヘルプページ(危険物判定作業)：
https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G201749580

Amazon出品大学(危険物の情報を正しく提供しよう)：
https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G201749580

危険物におけるFBAのご利用について

危険物情報について

https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G201003400
https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G201749580
https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/G201749580
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※下記は一例となります。各商品の引火性液体成分の含有量等により、危険物の分類区分が異な
る場合があります。
商品が引火性液体に該当するか不明な場合は、事前にメーカー及びテクニカルサポートまでお問
い合わせ下さい。

危険物におけるFBAのご利用について

引火性液体にあたる商品の一例

油性染料インク 一部のヘアオイル マニキュア・ネイルグッズ

アルコールなどの引火性液体を原料に使用した消毒液や化粧品 香水
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