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1. 概要 

この文書では、Amazon出品サービスの一部として提供する、出品者が自ら出荷する商品

に対して適用できる代金引換決済の機能について説明します。 

代金引換とは、購入者が商品を受け取る際に代金を支払う決済方法を表します。Amazon

出品サービスが標準的に提供するクレジットカードや Amazonギフト券での支払い方法に

加えて、オプションで提供するコンビニ・ATM・ネットバンキング・Edyによる支払い（以下、

コンビニ決済）や代金引換での支払い方法を提供することにより、購入者の多様なニーズ

を満たし、販売機会の増加を期待できます。 

 

 重要事項 1.1

1.1.1 利用規約 

出品者が代金引換決済機能を利用するには、以下のリンクにある代金引換決済利用規約

に同意することが必要です。必ず事前にご確認ください。 

・ https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200796940 

 

1.1.2 システムへの影響 

代金引換決済機能を有効にすると、以下のレポートやフィードに代金引換関連の項目が追

加され、ファイルフォーマットが変わります（詳細は以下の章をご覧ください）。 

・ 注文管理： 注文レポート、出荷通知テンプレート、注文修正テンプレート 

・ 出品管理： 出品レポート、出品・在庫テンプレート 

システム（またはツール）を利用して注文管理や出品管理を行っている出品者は、セラーセ

ントラルから代金引換決済機能の利用を有効にする前に、出品者のシステムが代金引換

の注文や出品を適切に処理できるかどうか必ず確認してください。十分なシステムの対応

を行わないで代金引換決済機能を有効にすると、システムによる注文・出品処理が動作し

なくなる可能性があります。 

代金引換を無効にしても、レポートに追加された項目は削除されませんのでご注意くださ

い。 

1.1.3 代金引換手数料 

Amazon.co.jpの代金引換手数料は一律 324円となります（2014年 4月現在）。出品者

が配送業者に支払う代引手数料との差額は出品者負担となりますのでご注意ください。 

1.1.4 代金引換回収額と先払い 

代金引換決済には Amazonギフト券での先払い（注文合計額の一部支払い）を組み合わ

せることができます。この場合、代金引換回収額として注文合計額から先払い額を控除し

た額を注文管理ページや注文レポートに表示します。配送業者に代引発送を依頼する際

には、常に代金引換回収額をご利用ください。Amazonギフト券による先払い分は、クレジ

ットカード払いなどと同様、別途 Amazon ペイメントを通じて Amazon よりお支払いします。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200796940
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2. 代金引換のプロセス 

 購入者の手順 2.1

代金引換を有効にしている出品者がカートを獲得している商品の詳細ページには、代金引

換で購入できる旨のメッセージが表示されます（例では、コンビニ決済にも対応）。 

 

 

商品の出品一覧ページにも、出品者が代金引換に対応している旨のメッセージが表示さ

れます（例では、コンビニ決済にも対応）。 

 

 

商品をカートに入れてレジに進むと、購入者は支払い方法として代金引換を選択できます。 
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代金引換の商品の注文には、Amazonが規定する一律

の代金引換手数料が注文毎に追加されます。購入者は

注文内容を確認して注文を確定します。 

 

 

 

 

 出品者の手順 2.2

出品者は代金引換で商品を販売するために代金引換オプションを有効にします。 

代金引換による商品の注文を受けて、出品者自身が配送業者に商品の配送を指示すると

同時に、代金の回収を依頼します。出品者は、購入者から正しく代金を回収する全責任を

負います。Amazonは、代金引換注文の出荷が確認された時点で、販売手数料を出品者

アカウントに計上します。 

 

Amazonと出品者のやり取りの詳細は以下の章をご覧ください。 
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3. 出品者による代金引換決済機能の有効化 

出品者が Amazonの定める利用条件を満たしている場合、セラーセントラルの設定タブに

ある出品用アカウント情報ページの支払い方法の設定に代金引換決済機能を有効にする

ためのオプションが表示されます。この際、アカウント責任者等の権限のあるアカウントで

のログインが必要です。 

 

 

代金引換の利用を開始する場合、チェックボックスにチェックを入れて有効に設定します。 

 

 

 

 

代金引換の利用を停止するには、有効にする際と同じ画面で、代金引換のオプションのチ

ェックを外して無効にします。代金引換を無効に設定すると、それ以降、新規の代金引換

注文は入らなくなりますが、設定前に入っていた代金引換の注文には変更はありませんの

で、その注文については引き続き代金引換での対応を行います。 

重要 

代金引換決済機能を有効にする前に、代金引換決済利用規約を必ずご確認ください。 

重要 

システム（またはツール）を利用して注文管理を行っている出品者は、出品者のシステ

ムが代金引換の注文を適切に処理できるかどうか必ず確認してください。十分なシス

テムの対応を行わないで代金引換を有効にすると、システムによる注文処理が動作し

なくなる可能性があります。 
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4. SKU別に代金引換を無効化 

代金引換決済機能を有効に設定すると、当初すべての SKUに対して代金引換が有効に

なります。代金引換での注文を受けたくない商品、例えば高額商品などの場合、その商品

(SKU)に対して個別に代金引換を使用しないよう設定することができます。 

商品管理を画面から行っているか、フィードを使って行っているかによって、以下のいずれ

かの節をご覧ください。 

 

 商品登録ページから代金引換を無効化 4.1

在庫タブにある商品登録ページの出品情報タブをクリックします。支払い方法のオプション

の代金引換のチェックボックスからチェックを外して、保存後、終了ボタンをクリックします。

15分ほどで変更がサイトに反映されます。 

 

 

 

 

 フィードで代金引換を無効化 4.2

出品・在庫ファイルで商品情報を更新している場合でも、SKU別に代金引換の有効、無効

を設定できます。最新の出品・在庫テンプレートをダウンロードし、「使用しない支払い方法」

(optional-payment-type-exclusion)という項目に、データ定義に従って無効にする支払い

方法として「exclude cod」（代金引換を対象外とする）を設定して下さい。 

同様にコンビニ決済を利用していて、同一 SKU に対し、コンビニ決済も無効にしたい場合、

コンビニ決済の「cvs」も含めた「exclude cod, cvs」（代金引換およびコンビニ決済の両方を

対象外とする）を設定します。 

 

使用しない支払い方法 

(optional-payment-
type-exclusion) 

購入者がこの商品を購入する際の支払い方法として、代金

引換もしくはコンビニ決済を対象外とする際に使用する。  

exclude cod 代金引換を対象外とする 

exclude cvs コンビニ決済を対象外とする 

exclude cod, cvs 代金引換およびコンビニ決済の

両方を対象外とする 

 

空欄の場合は、対象外の支払い方法はなしとみなされる。 
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 出品レポート 4.3

出品者が代金引換決済機能を有効にすると、以下に挙げる出品レポートの最後に、「使用

しない支払い方法」(optional-payment-type-exclusion)という項目が追加されます。 

・ 出品詳細レポート 

・ 出品中の商品レポート 

代金引換を無効に設定した SKUには、この項目に「cash_on_delivery」が表示されます。 

同様にコンビニ決済を利用していて、同一 SKUに対し、コンビニ決済も使用しない設定に

している場合、コンビニ決済の「cvs」を含めた「cash_on_delivery,cvs」が表示されます。 

 

使用しない支払い方法 

(optional-payment-
type-exclusion) 

購入者がこの商品を購入する際の支払い方法として、代金

引換もしくはコンビニ決済を対象外と設定した場合、以下の

値が表示される。  

cash_on_delivery 代金引換を対象外とする 

cvs コンビニ決済を対象外とする 

cash_on_delivery,cvs 代金引換およびコンビニ決済の

両方を対象外とする 

 

空欄の場合は、対象外の支払い方法は設定されていない。 
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5. 代金引換注文の配送処理 

購入者から受けた注文の支払い方法が代金引換の場合、通常出品者は専用の配送伝票

を使用して配送業者に配達時の代金回収を指示します。 

ヒント 

・ 注文に複数の商品が含まれている場合でも、商品を分けて出荷することはできません。

複数の小口に分けることはできますが、出荷通知はすべての商品に対して一度だけ行

うようにします。 

・ 代金引換の注文は、通常の注文と同じように出品者によってキャンセルできます。 

代金引換の注文は他の支払い方法（クレジットカードやコンビニ決済など）の注文処理とは

以下の点で異なりますのでご注意ください。 

・ 代金引換の注文は、代金引換であることがわかるように注文管理ページや注文レポー

トに表示され、購入者が商品を受け取るときに支払う金額（代金引換回収額）が記載さ

れます。購入者が事前に商品代金の一部を Amazonギフト券で支払った場合、商品を

受け取る際の回収額は、注文合計額より少ない金額になります。この場合、ペイメント

一覧ページの先払い額に Amazonギフト券による支払額が表示されます。 

・ 代金引換注文の出荷通知にはトラッキング IDが必須となります。商品を複数の小口に

分けて発送した場合、それごとにトラッキング ID が必要となります。トラッキング ID は、

利用する配送業者によって、すべて同じになる場合と異なる場合があります。 

・ 購入者は注文ごとに Amazon の定める代金引換手数料を支払います。この手数料は、

注文された商品数で按分され、注文詳細ページや注文レポートの各商品ラインに表示

されます。購入者向けの納品書には、商品注文時に購入者に表示された額と同じく、

代金引換手数料の総額が記載されます。 

注文管理を注文管理ページから行っているか、フィードを使って行っているかによって、以

下のいずれかの節をご覧ください。 

 

 注文管理ページの代金引換の注文 5.1

5.1.1 注文の一覧 

代金引換の注文には、注文タブの注文管理ページに「代金引換決済」マークが表示されま

す。 
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代金引換の注文をまとめて検索し一度に処理したい場合には、注文管理ページの上部に

ある検索条件からお支払い方法を選択し、次に代金引換決済を選択して検索すると、代金

引換の注文のみを表示させることができます。 

 

 

5.1.2 納品書 

注文管理ページから出力できる納品書には、出品者が代金引換の際に購入者から回収す

べき代金引換回収額と、購入者が負担する代金引換手数料が表示されます。納品書に表

示されている情報を元に、配送業者へ代金引換配送を指示します。 
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5.1.3 出荷通知 

代金引換注文の出荷通知を送信するには、出荷確認ページに表示される「これは代金引

換の注文です。回収額は○○円です。」のチェックボックスにチェックを入れて確認する必

要があります。チェックを入れることによって、この注文が代金引換であることを再確認する

ことができます。また、代金引換の場合、トラッキング ID/問い合わせ番号の入力が必須と

なります。 
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 システムインテグレーションの場合 5.2

5.2.1 注文レポート 

代金引換を有効にすると、注文レポートに以下の 4つの項目が追加されます。代金引換

の注文の行には必要な値が設定されます。 

 

 

支払方法 

(payment-method) 

 

支払い方法を表すコード。 

コード 説明 

COD 代金引換 

CVS コンビニ決済 

（空白） その他の支払い方法 
 

代金引換回収額 

(cod-collectible-amount) 

配送業者を通じて代金引換で回収すべき金額。先払い額

がある場合、それを控除した金額を表示します。注文に複

数商品が含まれる場合、各商品行には注文レベルの金

額が繰り返されます。 

先払い金額 

(already-paid) 

Amazonギフト券で支払った前払額。先払い額は別途

Amazonより支払われるので直接代金回収しないでくださ

い。注文に複数商品が含まれる場合、各商品行には注文

レベルの金額が繰り返されます。 

代金引換手数料 

(payment-method-fee) 

支払い方法によって徴収する手数料。注文に複数商品が

含まれる場合、各商品行に按分されます。各商品行の金

額の合計が注文レベルの金額となります。 

 

サンプルのダウンロードはこちらをご覧ください。 

 https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/28501 

 

5.2.2 Amazon MWS注文 API 

Amazon MWSを使用する場合は、注文 APIを使って注文情報を取得できます。代金引

換関連の情報を取得するには、Order 要素の PaymentExecutionDetailおよび

PaymentMethod項目や、OrderItem要素の CODFeeおよび CODFeeDiscount項目を

参照します。 

APIの詳細については、以下の Amazon MWSの注文 APIセクションをご覧ください。 

 https://developer.amazonservices.jp/gp/mws/api.html?ie=UTF8&section=orders&
group=orders&version=latest 

重要 

代金引換を無効にしても、追加された項目は削除されませんのでご注意ください。 

 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/28501/ref=ag_28501_cont_651
https://developer.amazonservices.jp/gp/mws/api.html?ie=UTF8&section=orders&group=orders&version=latest
https://developer.amazonservices.jp/gp/mws/api.html?ie=UTF8&section=orders&group=orders&version=latest
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5.2.3 出荷通知テンプレート 

出荷通知のフィードでは、代金引換の注文に対し、「代金引換」(cod-collection-method)の

項目に「DirectPayment」を指定して確認する必要があります。その値を指定せずに出荷

通知フィードを代金引換注文に対して送信した場合、処理エラーが発生します。代金引換

の注文には、必ず「DirectPayment」を指定するようにしてください。 

最新の出荷通知テンプレートをダウンロードし、新設された代金引換の項目について、テン

プレートの「データ定義」を確認してください。 

代金引換 

(cod-collection-
method) 

購入者の支払い方法（代金引換）。 

代金引換で支払われる注文には DirectPaymentを入力し、

代金引換以外の注文には何も入力しない（空欄のまま）。 

もし代金引換の注文に対して DirectPayment と入力せずに

このファイルをアップロードした場合、エラーとなり出荷通知

は行われない。 

 

テンプレートやサンプルのダウンロードはこちらをご覧ください。 

 https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/13491 

 

 

重要 

購入者が複数の商品を注文しそれらの商品が複数回に分割出荷される場合は、全て

の出荷が完了した時点で出荷通知テンプレートを送信してください。つまり Amazonに

対して出荷通知テンプレートを送信するのは、常に一度のみとなります。 

 

 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/13491
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6. 返金 

代金引換注文で返品を受けた場合、受け取った代金を購入者に返金する必要があります。

返金処理はセラーセントラルで行います。返金処理を行うことにより、Amazonから購入者

へ Amazonギフト券で返金を行い、返金額を出品用アカウントに計上します。 

 

 

 

代金引換の注文に対して全額返金する場合、代金引換手数料も返金することになります。 

注文の一部返金を行うことにより、代金引換手数料を返金するかどうか選択することがで

きます。手数料は各商品ごとに按分されているので、商品代金を一部返金するのと同様に

手数料の一部のみ返金することもできます。 

代金引換で注文された商品が宛先不明などで戻ってきた場合、または購入者が商品の受

け取りを拒否した場合は、発送先住所に配送不可あるいは受取拒否のいずれかの返金理

由を用いて全額返金処理を行います。これらの返金理由が指定されると、出品用アカウン

トに課金された販売手数料等の戻し処理がおこなわれますので、必ず適切な返金理由を

指定するようにしてください。この場合、購入者は商品代金を支払っていませんので、実際

に購入者へ返金されることはありませんが、購入者が Amazonギフト券で商品代金の一

部を先払いしていた場合は、先払い額が Amazonギフト券で返金されます 。 

重要 

購入者は、代金引換注文の支払いを配送業者を通じて直接出品者に行いますが、返金

は Amazonから受けることにご注意ください。返金処理は必ず Amazonを通じて行いま

す。 

 

 重要 

出品者は配送業者経由で購入者から直接代金を回収するため、返金の手続きの前に出

品者が商品代金を実際に回収したかどうか、Amazonでは確認することができません。

そのため、返金前に代金引換の商品代金が回収済であるか出品者自身が責任をもって

確認する必要があります。 
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返金処理を注文管理ページから行っているか、フィードを使って行っているかによって、以

下のいずれかの節をご覧ください。 

 

 注文管理ページから商品代金を返金 6.1

注文管理ページから、返金したい出荷・代金回収済みの注文を探して返金するボタンをク

リックします。 

 

 

返金するページにて、一部の金額だけ返金す

る場合は、一部返金タブをクリックしてください。 

返金額の詳細を確認し、代金引換の注文で

あることを示す「この注文が代金引換であるこ

とを確認しました。」のチェックボックスにチェ

ックを入れて返金を実行してください。 

 

 

宛先不明や受取拒否など代金の回収を行えなかった場合は、全額返金処理を行います。

全額返金タブをクリックして、それぞれに対応する返金理由を選択して、代金引換の注文

であることを確認するチェックボックスにチェックを入れて返金処理を実行します。 

この処理により、出荷通知の送信の際に計上された販売手数料が、出品者アカウントへ戻

されます（購入者への返金は行われません）。 
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 注文修正テンプレートを使用して返金 6.2

最新の注文修正テンプレートには、代金引換の項目が追加されています。返金処理のた

めフィードを送信する前に、代金引換の商品代金を既に回収していることを必ず確認してく

ださい。 

代金引換の注文に対して返金をおこなう場合は、「代金引換」(cod-collection-method)の

項目に「DirectPayment」と入力し、代金引換の注文であることを確認する必要があります。

この値を指定せずに代引注文に対して返金のフィードを送信した場合、処理エラーが発生

します。また、「代金引換手数料返金額」(payment-method-fee-adj)に代金引換手数料と

して返金する金額を設定してください。 

返金理由 

(adjustment-reason-code) 

返金の理由を以下のリスト内から選択して設定。 

コード 説明 

NoInventory 在庫なし 

CustomerReturn 購入者からの返品 

CustomerCancel 購入者キャンセル 

CouldNotShip 出荷不可 

DifferentItem 商品違い 

Abandoned 商品紛失 

PriceError 価格設定の誤り 

GeneralAdjustment その他の理由 

Undeliverable 配送不可（※） 

RefusedDelivery 受取拒否（※） 

※ 代金引換の注文で代金を回収出来なかった場合に、手数

料を戻すために使用する返金理由。その他の場合では使用

しない。 

代金引換 

(cod-collection-method) 

購入者の支払い方法（代金引換）。 

代金引換で支払われる注文には DirectPaymentを入

力し、代金引換以外の注文には何も入力しない（空欄の

まま）。 

もし代金引換の注文に対して DirectPayment と入力せ

ずにこのファイルをアップロードした場合、エラーとなり返

金処理は行われない。 

代金引換手数料返金額 

(payment-method-fee-adj) 

代金引換手数料から購入者に返金する金額。 

 

テンプレートやサンプルのダウンロードはこちらをご覧ください。 

 https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/13511 

 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/13511
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7. ペイメント 

 ペイメントページ 7.1

代金引換の利用を有効にすると、レポートタブのペイメント一覧、トランザクション、トランザ

クション詳細ページに代金引換回収額が表示されます。 

7.1.1 ペイメント一覧  

 

 

7.1.2 トランザクション 
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7.1.3 トランザクション詳細 

代金引換注文のトランザクション詳細ページには、購入者から回収予定の金額が表示され、

残高へ反映される金額も確認できます。購入者が全額代金引換で支払う場合、残高から

控除される Amazonの手数料が計上されます。購入者が商品代金の一部を Amazonギ

フト券で支払った場合、先払い額と Amazon の手数料が出品用アカウントに計上されます。

この際、Amazonギフト券で支払う金額に応じて、残高が増加あるいは減少します。 
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 決済レポート 7.2

代金引換を有効にすることによって、決済レポートのフォーマット自体に変更はありません。

代金引換のトランザクションがあると、レポートの以下の項目に代金引換を表す種類コード

が表示され、関連する項目にその金額が表示されます。 

price-type COD （代金引換手数料） 

price-amount price-typeに対する金額 

direct-payment-type CollectOnDeliveryRevenue （代金引換による売上） 

direct-payment-amount direct-payment-typeに対する金額 

 


