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本日のアジェンダ

世界のAmazonマーケットプレイスのご紹介

出品アカウント作成時に必要な準備事項

新規で出品開始いただく事業者様へのサポート
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世界のAmazon

マーケットプレイスのご紹介
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世界のAmazon

日本

オーストラリア

インド

カナダ

アメリカ合衆国

メキシコ

ブラジル

シンガポール

トルコ

イギリス

イタリア

フランス

スペイン

オランダ

ドイツ

アラブ首長国連邦

180か国以上 17マーケットプレイス

スウェーデン
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Amazonグローバルセリングを利用して海外にご出品いただくメリット

世界の
FBA配送
サービス

商品登録
が容易

世界での
出品を
一元管理
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①世界のフルフィルメント by Amazon(FBA)サービス

商品の保管から注文処理、配送、返品に関するカスタマーサービスまで、Amazonが代行

出品者様のご対応

商品登録
納品手続き

Amazon FC
(海外)への発送

購入者様
への配送

カスタマー
サービス

Amazonの対応

受注処理
商品梱包

現地時間・現地言語でのカスタマーサービスや返品対応についてもAmazonが対応
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②商品登録が容易で数点からでも出品可能

Amazonは原則1商品1ページで、1つのカタログを複数の出品者様で共有する仕組み

すでにAmazonに商品詳
細ページが存在する場合は

相乗り出品が可能

複数の出品者様の中で
最上位に表示されること

が重要
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③グローバルリンク（アカウントの関連付け）機能

世界での出品情報を一元化＋大口出品の月額手数料が合計39.99米ドルに割引
北米・ヨーロッパでは画面操作やサポートサービスも日本語対応可能*

ワンクリックでマーケットプレイスや
表示言語の切り替えが可能*

複数のマーケットプレイスのアカウント情報を
シングルサインオンで確認

グローバルリンクの詳細はこちら:ヘルプページ *一部英語のみの対応。

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201841950&language=ja_JP&ref=ag_201841950_cont_G201062890&
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Amazonで海外販売するならどこの国から始めるべき？

日本語にて
操作画面を
管理できる

出品時の
ハードルが
比較的低い

最も多くの
ユニーク
ビジター数

日本の出品者様からはアメリカが圧倒的に人気
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出品アカウント作成時に

必要な準備事項
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アメリカの出品アカウント作成時に必要な準備事項

海外送金可能な銀行口座の開設

海外への配送方法を確認

税務処理の確認

招待リンクより出品アカウントを作成
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①海外送金可能な銀行口座の開設

日本はAmazon海外口座送金サービスの対応国ではないため、いずれかの対応が必要

Amazon海外口座送金サービスの対応国の銀行口座を用意する

通貨換算サービスを提供しているサービスプロバイダーを利用する

1

2

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G200497780?language=ja_JP
http://s3.us-east-1.amazonaws.com/JP_AM/AGS/JP2WW/Service_provider_list_LP.pdf
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②海外への配送方法の確認：FBA/自社配送

配送方法は商品単位でFBAまたは自社配送から選択可能。

FBA

商品登録
納品手続き

購入者様
への配送

カスタマー
サービス

自社配送

受注処理
商品梱包

Amazon FC
(アメリカ)への発送

商品登録
出品手続き
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FBAの料金体系

FBA手数料

ご利用実績に応じて課金されるFBA手数料のみが発生し、初期投資や固定費用は不要。

①配送代行手数料：受注後のピッキングや梱包、購入者様への発送(CS対応を含む)
に伴う注文に応じて発生する費用

②在庫保管手数料：商品を保管している期間(日数)と体積 に応じて発生する費用

＋

FCへの納品に伴う配送費用：配送業者様へお支払いいただく費用

関連資料：FBAの機能、サービス、手数料、FBA納品先集約サービス

③FBA納品先集約サービス手数料：在庫の納品先を1か所にまとめることが可能

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201074400?language=ja_JP&ld=NSGoogle
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G200735910?language=ja_JP
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海外への配送方法の確認：利用する配送業者の選択

関税の支払い、登録輸入者の指定が必要。商材によっては輸出に関する法的手続きも必要*1。

配送・登録輸入者・認証取得の代行サービスを提供しているサービスプロバイダーはこちら*2

アメリカ食品医薬品局(FDA): 医療機器・医薬品・食品・化粧品など

1. プログラムポリシーを順守してください。出品者がAmazonで販売する商品は、出品規約を遵守する必要があります。これには、該当

するすべてのAmazonポリシーおよび適用されるすべての法律・規制も含まれます。出品者としてのすべての責任を十分に理解した上

で、商品を出品してください。

2. Amazonはこれらのサービスに関するいかなる保証をするも のではなく、責任を負うものではありません。

http://s3.us-east-1.amazonaws.com/JP_AM/AGS/JP2WW/Service_provider_list_LP.pdf
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=521&language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G1791?language=ja_JP&ref=efph_G1791_cont_521
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③税務処理の確認

税務サービスを提供しているサービスプロバイダーはこちら*4

越境EC（輸出）事業者様は、一般的に消費税の還付ポジションになりやすい

 消費税の課税事業者であり原則課税が適用されている必要

 帳簿要件および請求書等要件を満たす*1

 消費税の還付申告に関する明細書を添付*2

 輸出許可書(通知書)原本（または輸出を証明する書類）

 消費税輸出免税不適用連絡一覧表（配送代行会社を利用する場合）*3

1. 消費税法施行令第71条(帳簿の備付け等)、消費税法施行規則第27条(帳簿の記載事項等)、
消費税法施行規則5条(輸出取引等の証明)、消費税法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)、国税庁【税金の還付】、2. 消費税施行規則第22条3項、
3. 輸出取引に係る輸出免税の適用者、4. Amazonはこれらのサービスに関するいかなる保証をするも のではなく、責任を負うものではありません。

http://s3.us-east-1.amazonaws.com/JP_AM/AGS/JP2WW/Service_provider_list_LP.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/01.htm
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アメリカの売上税はどのように計上される？

州によって
異なる

卸売の場合
非課税

金額・商材
によって
変わる

売上税については出品者様のご対応は不要

※アメリカに現地法人や恒久的施設がある場合は、別途法人税の納税義務が発生
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④招待リンクより出品アカウントを作成

 メールアドレス

 クレジットカード情報

 店舗情報

 電話番号

 海外送金可能な銀行口座

 本人確認書類

登録時に必要な情報 アカウント登録～初期設定までの手順書

準備が整いましたら担当営業*より
登録リンクを受け取ってください。

http://s3.us-east-
1.amazonaws.com/JP_AM/AGS/JP2WW/US_AccountRegistration_invi
ted.pdf

*現在Amazonの担当営業とやり取りがない事業者様はサポートのお申し込みリンクよりお問い合わせください。

http://s3.us-east-1.amazonaws.com/JP_AM/AGS/JP2WW/US_AccountRegistration_invited.pdf
https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_7ar7D23C0rsMsaF?ld=NSGoogle&initialSessionID=358-8191661-6901821
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アメリカのマーケットプレイスでの販売費用例

アメリカにて醤油を販売（寸法：23.7×10.7×6.8センチ、重さ：567グラム）

 月額登録料：39.99米ドル（全マーケットプレイス合計）

 販売手数料：食品&グルメ商品（15.00米ドル以下）のため8％

 FBA配送代行手数料：大型標準サイズで4.90米ドル

 FBA在庫保管手数料：1か月で0.05米ドル

 FBA納品先集約サービス手数料：1.30米ドル

 販促費用

 アメリカのFC（FBA物流拠点）までの送料

 アメリカに納品する際に発生する関税

 アメリカでの販売時に発生する売上税（費用不要）

 消費税の還付（返金される）*

Amazonへの
お支払い*

その他費用・
還付

*金額は税抜価格。日本の事業者様は日本の消費税の課税取引となる。

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201858870?language=ja_JP
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新規で出品開始いただく

事業者様へのサポート
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新規で出品開始いただく事業者様へのサポート

戦略的アドバイス 購入転換率の強化 商品やブランド
認知度の向上

アカウント作成のご案内や、ビジネス状況や商材特性に合わせた販売促進をサポート*（無料）

商品登録サポート
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出品から今後の流れについて

ステップ１

サポートの

お申し込み

ステップ２

担当営業と

ご相談

ステップ３

出品アカウン

トの登録

ステップ４

商品登録・

FBA納品

ステップ５

出品開始

担当営業より出品アカウント
登録の招待メールをご提供*。

出品可能な商品を選定。
必要な手続きを整理。

*ご自身で出品アカウント作成を進めてしまった場合は、担当営業のサポート対象外となりますのでご注意ください。

https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_7ar7D23C0rsMsaF?ld=NSGoogle
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Amazonが提供する情報ページ

日本の出品者様向けサイトページ

日本の出品者様向けサイトページ
サービスプロバイダー一覧表

今後開催予定のウェブセミナー一覧

今後開催予定のウェブセミナー一覧
Amazonグローバルセリング関連ウェブセミナー一覧

http://www.amazon.co.jp/global-selling
http://s3.us-east-1.amazonaws.com/JP_AM/AGS/JP2WW/Service_provider_list_LP.pdf
https://services.amazon.co.jp/resources/events.html
http://s3.us-east-1.amazonaws.com/JP_AM/AGS/JP2WW/Past_webinar_link.pdf
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以上で本セミナーは終了となります。
新規で国内または海外のAmazon出品アカウント作成をご希望いただいており、

まだAmazonの担当営業とのやり取りがない事業者様は
以下のお問い合わせフォームよりお申し込みください。

海外Amazonのサポート
お申し込みはこちら

今後開催予定のウェブセミナー一覧 / 過去に開催したウェブセミナー一覧

LINE（国内新規出品
検討者向け）のご参加はこちら

国内新規B2B出品者向け
イベントのご参加はこちら

https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_7ar7D23C0rsMsaF?ld=NSGoogle
https://services.amazon.co.jp/resources/events.html?ref=as_jp_jp_nav_events
https://sellercentral.amazon.co.jp/gc/sell-online
https://line.me/ti/g2/qDWNeVYjn077hyAsqQ0VJw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://register.gotowebinar.com/register/8822499305908001550

