
 

 

 

 

 

 

 
Amazon Pay 

API リファレンスガイド 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Document Version 2.1.0 JP



Amazon Pay 
API Reference Guide 
 

Copyright © 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 
  
  



 
Amazon Pay API Reference Guide  –  version 2.1.0 JP 3 

 

 

目次 
イントロダクション ................................................................................................................................... 9 

用語集 ........................................................................................................................................................ 10 

ワンタイム Amazon Pay API .................................................................................................................... 13 

Authorize ................................................................................................................................................. 13 

説明..................................................................................................................................................... 13 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 13 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 16 

サンプル............................................................................................................................................. 16 

CancelOrderReference ............................................................................................................................ 18 

説明..................................................................................................................................................... 18 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 18 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 18 

サンプル............................................................................................................................................. 19 

Capture.................................................................................................................................................... 20 

説明..................................................................................................................................................... 20 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 20 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 21 

サンプル............................................................................................................................................. 22 

CloseAuthorization .................................................................................................................................. 23 

説明..................................................................................................................................................... 23 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 23 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 23 

サンプル............................................................................................................................................. 23 

CloseOrderReference .............................................................................................................................. 25 

説明..................................................................................................................................................... 25 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 25 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 25 

サンプル............................................................................................................................................. 25 

ConfirmOrderReference ......................................................................................................................... 27 

説明..................................................................................................................................................... 27 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 27 



 
Amazon Pay API Reference Guide  –  version 2.1.0 JP 4 

 

 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 27 

サンプル............................................................................................................................................. 27 

CreateOrderReferenceForId ................................................................................................................... 29 

説明..................................................................................................................................................... 29 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 29 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 30 

サンプル............................................................................................................................................. 30 

GetAuthorizationDetails ......................................................................................................................... 32 

説明..................................................................................................................................................... 32 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 32 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 32 

サンプル............................................................................................................................................. 32 

GetCaptureDetails ................................................................................................................................... 34 

説明..................................................................................................................................................... 34 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 34 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 34 

サンプル............................................................................................................................................. 34 

GetOrderReferenceDetails ...................................................................................................................... 36 

説明..................................................................................................................................................... 36 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 36 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 37 

サンプル............................................................................................................................................. 37 

GetRefundDetails .................................................................................................................................... 39 

説明..................................................................................................................................................... 39 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 39 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 39 

GetServiceStatus ..................................................................................................................................... 40 

説明..................................................................................................................................................... 40 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 40 

サンプル............................................................................................................................................. 41 

Refund ..................................................................................................................................................... 42 

説明..................................................................................................................................................... 42 



 
Amazon Pay API Reference Guide  –  version 2.1.0 JP 5 

 

 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 42 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 43 

サンプル............................................................................................................................................. 43 

SetOrderReferenceDetails ...................................................................................................................... 45 

説明..................................................................................................................................................... 45 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 45 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 45 

サンプル............................................................................................................................................. 45 

定期（自動）支払 Amazon Pay API ........................................................................................................ 48 

AuthorizeOnBillingAgreement ................................................................................................................ 48 

説明..................................................................................................................................................... 48 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 48 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 52 

サンプル............................................................................................................................................. 52 

CloseBillingAgreement ............................................................................................................................ 54 

説明..................................................................................................................................................... 54 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 54 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 54 

サンプル............................................................................................................................................. 54 

ConfirmBillingAgreement ....................................................................................................................... 56 

説明..................................................................................................................................................... 56 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 56 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 56 

サンプル............................................................................................................................................. 56 

GetBillingAgreementDetails .................................................................................................................... 58 

説明..................................................................................................................................................... 58 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 58 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 59 

サンプル............................................................................................................................................. 59 

SetBillingAgreementDetails .................................................................................................................... 61 

説明..................................................................................................................................................... 61 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 61 



 
Amazon Pay API Reference Guide  –  version 2.1.0 JP 6 

 

 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 61 

サンプル............................................................................................................................................. 61 

ValidateBillingAgreement ....................................................................................................................... 64 

説明..................................................................................................................................................... 64 

リクエストパラメータ ..................................................................................................................... 64 

レスポンス要素 ................................................................................................................................. 64 

サンプル............................................................................................................................................. 65 

Amazon Payデータタイプ ........................................................................................................................ 67 

Address ................................................................................................................................................... 67 

AuthorizationDetails ............................................................................................................................... 68 

BillingAgreementAttributes .................................................................................................................... 70 

BillingAgreementDetails ......................................................................................................................... 70 

BillingAgreementLimits ........................................................................................................................... 72 

BillingAgreementStatus .......................................................................................................................... 73 

Buyer ....................................................................................................................................................... 74 

CaptureDetails ........................................................................................................................................ 74 

Constraint ................................................................................................................................................ 75 

Destination .............................................................................................................................................. 75 

OrderReferenceAttributes ...................................................................................................................... 75 

OrderReferenceDetails ........................................................................................................................... 76 

OrderReferenceStatus ............................................................................................................................ 79 

OrderTotal ............................................................................................................................................... 79 

Price ........................................................................................................................................................ 80 

RefundDetails .......................................................................................................................................... 80 

SellerBillingAgreementAttributes ........................................................................................................... 81 

SellerOrderAttributes .............................................................................................................................. 82 

Status ...................................................................................................................................................... 83 

Order Referenceの制約 .......................................................................................................................... 84 

Billing Agreementの制約 ...................................................................................................................... 85 

状態と理由コード ..................................................................................................................................... 87 

オーソリ状態と理由コード ................................................................................................................. 87 

Billing Agreement状態と理由コード .............................................................................................. 91 



 
Amazon Pay API Reference Guide  –  version 2.1.0 JP 7 

 

 

Capture状態と理由コード .................................................................................................................. 95 

Order Reference状態と理由コード .................................................................................................. 97 

Refund 状態と理由コード .................................................................................................................. 101 

エラーコード........................................................................................................................................... 103 

 
  



 
Amazon Pay API Reference Guide  –  version 2.1.0 JP 8 

 

 

変更履歴 
 
バージョン 変更日 変更内容 
2.0.0 JP 2016/09/28 2.0.0 を新規作成 
2.0.1 JP 2016/10/12 誤字修正、および、英語表記の統一 
2.1.0 JP 2017/02/22 「Amazon ログイン＆ペイメント」、および、

「Amazon ペイメント」の名称変更により「Amazon 
Pay」に修正 

 
  



 
Amazon Pay API Reference Guide  –  version 2.1.0 JP 9 

 

 

イントロダクション 

当資料は Amazon Pay US 環境の情報を翻訳したものです。仕様上は日本環境も同じで

すが、画像、および、サンプルコードの一部は US 環境のままで記載しております。適

宜 Amazon Pay日本環境に読み替えて頂く必要があります。 
 
Amazon Pay APIは、購入者が Web サイトで Amazon Payを利用して購入を行うための

支払処理について支援します。この APIは、購入者の Amazon アカウントから提供され

る配送先と支払方法をプログラムで受け取ることを可能します。オーソリ、売上請求、

返金の支払処理を許可することで様々な支払シナリオを可能にします。 
 
注意：Amazon Pay API では、Amazon によって提供される Amazon Payサービスを経由

してのみ利用可能です。この APIは、Amazon マーケットプレイス、Amazon ウェブス

トア、Checkout by Amazon では利用できません。 
 
Amazon マーケットプレイス Web サービス（Amazon MWS）の Amazon Pay APIを利用

して出来ることは次の通りです。 
 
• 選択された支払方法に請求するための権限を安全に利用し、いつでも承認なしに自動支払

する Billing Agreement の生成と管理を行います。一般的に、購入者が Web サイトに毎回訪

問し注文を行う場合は Billing Agreement は必要ありません、また、自動支払も可能にする

必要はありません。Billing Agreement は次のことが可能です。 

 
o 購入者からの配送先情報を取得でき、自動支払のための送料計算を行えます。 
o Amazon Pay で毎月請求することが許可された金額の情報を取得できます。 
o 自動支払についての説明とその他の情報をセットできます。 
o 購入者がサイト上で自動支払を許可した後で Billing Agreement を承認します。 
o 販売事業者または購入者が自動支払の契約を解除する場合は Billing Agreement を終了

します。 

 
• Amazon Pay を利用した期間限定の注文（以降は、Order Reference、もしくは、Order 

Reference オブジェクトと言います）の生成と管理を行います。Order Reference は次のこ

とが可能です。 

 
o 購入者から配送先情報を取得し送料計算を行えます。 
o 注文についての金額、説明、その他のオプション情報をセットできます。 
o 購入者が Web サイト上で注文完了した後で注文を承認します。 
o 購入者または販売事業者のどちらかが注文のキャンセルを要求できます。 
o 注文が処理済みであり完了した後で注文を終了します。 
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• Web サイトで購入者が、購入するための金額をオーソリ、売上請求、返金することをプロ

グラムで処理します。 

 
Web サイトに Amazon Payをインテグレーションするための詳しい情報は Amazon Pay
インテグレーションガイドを参照してください。 
 

用語集 

次の表は Amazon Pay APIの用語集です。 
 
用語 説明 
Billing Agreement Billing Agreement オブジェクトは、購入者が選択した支払方法、

配送先住所、自動支払の Authorization を管理します。Billing 
Agreement は、決まっていない存在期間と購入数を持つことがで

きます。 
 

Order Reference Order Reference オブジェクトは、購入者によって生成されたそれ

ぞれの購入の情報です。それは購入者が購入に支払に許可した支

払方法、配送先住所、金額を管理します。自動支払では、Order 
Reference は Billing Agreement に保存されている配送先と支払情

報から生成されます。Order Reference は 180 日有効であり、１回

購入のみに許可されます。１つの Order Reference は 10 回までの

Authorization を持つことができます。 
 

Authorization Authorization オブジェクトは、資金の有効性を管理し、Order 
Reference に保存されている将来の支払方法に対して資金を確保

します。 
 

Capture Capture オブジェクトは、購入者の支払方法から事前に確保され

た Authorization の資金を販売事業者のアカウントに移動しま

す。 
 

Refund Refund オブジェクトは、以前に販売事業者のアカウントに

Capture された資金を購入者の支払方法に移動します。 
 

Transaction Transaction は、Order Reference に対して発生する全ての支払イベ

ントで使われる一般的な用語です。これには、Authorization、
Capture、Refund、マーケットプレイス保証、チャージバック、

その他の様々なものが含まれます。 
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エンドポイント 

全ての Amazon Payサービスの API呼び出しは、次のエンドポイントに送信しなければ

なりません。 
 
o 本番環境：https://mws-fe.amazonservice.com/OffAmazonPayments/2013-01-01/ 
o SANDBOX：https://mws-fe.amazonservice.com/OffAmazonPayments_Sandbox/2013-01-01/ 

 

処理方法 

Amazon Pay APIは次の処理方法があります。 
 
処理方法 説明 
CreateOrderReferenceForId 与えられたオブジェクトの Order Reference を生成し

ます。現在は Billing Agreement からのみ利用可能で

す。 
 

GetBillingAgreementDetails Billing Agreement オブジェクトの詳細と現在の状態を

返します。 
 

SetBillingAgreementDetails Billing Agreement の説明とその他の販売事業者の情報

などの詳細を Billing Agreement にセットします。 
 

ConfirmBillingAgreement 制約が無く、全ての必須情報がセットされた Billing 
Agreement を承認します。 
 

ValidateBillingAgreement Billing Agreement オブジェクトのステータスと関連さ

れた支払方法を確認します。 
 

AuthorizeOnBillingAgreement Billing Agreement に保存された支払方法に対して指定

の金額を確保します。 
 

CloseBillingAgreement 購入者の Billing Agreement を終了させるために承認

し、この Billing Agreement から新しい Order Reference
またはオーソリを生成できないようにします。 
 

SetOrderReferenceDetails 注文金額や説明などの注文の詳細を Order Reference
にセットします。 
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GetOrderReferenceDetails Order Reference オブジェクトの詳細と現在の状態を返

します。 
 

ConfirmOrderReference 制約が無く、全ての必須情報がセットされた Order 
Reference を承認します。 
 

CancelOrderReference 以前に承認された Order Reference をキャンセルしま

す。 
 

CloseOrderReference Order Reference が完了したことを承認し、この Order 
Reference から新しいオーソリを生成できないように

します。 
 

Authorize Order Reference に保存されている支払方法に対して指

定した資金を確保します。 
 

GetAuthorizationDetails 詳細なオーソリステータスとオーソリで売上請求さ

れた合計金額を返します。 
 

Capture オーソリされた支払方法から資金を売上請求しま

す。 
 

GetCaptureDetails 詳細な売上請求ステータスと売上請求で返金された

合計金額を返します。 
 

CloseAuhorization オーソリを Close します。 
 

Refund 以前に売上請求された資金を返金します。 
 

GetRefundDetails 返金の詳細なステータスを返します。 
 

GetServiceStatus Amazon Payの APIの利用状況を返します。 
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ワンタイム Amazon Pay API  

Authorize 

Order Reference に保存されている支払方法に対して指定した費用を確保します。 

説明 

Authorize 処理は、Order Reference に保存されている支払方法に対して指定した資金を

確保します。支払方法に請求するためには、CaptureNow リクエストパラメータに true
をセットするか、この処理を呼び出した後で Capture 処理を呼び出します。オーソリ

は、処理のレスポンスで指定された特定の期間でのみ有効です。有効期限が終了する

と、オーソリは期限切れになり、インスタント支払通知（IPN）の設定している場合

は、通知が送信されます。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 
 
詳しい情報は次の通りです。 
 
• インスタント支払通知（IPN）については、Amazon Pay インテグレーションガイドの「シ

ステムと Amazon Pay の同期」を参照してください。GetAuthorizationDetails 呼び出しでオ

ーソリの詳細を呼び出すこともできます。 
• Authorize 処理呼び出しは、「Step 6：オーソリ（Authorize）のリクエスト」を参照してく

ださい。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonOrderReferenceId 
 
 

必須 xs:string Order Reference の ID です。 
この値は購入者が Amazon
によって認証に成功した後

に Amazon ボタンウィジェ

ットから取得されます。 
 

AuthorizationReferenceId 
 
 

必須 xs:string システムで指定するこのオ

ーソリトランザクションの

ID です。この ID は販売事業

者の全てのオーソリトラン
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ザクションでユニークであ

る必要があります。 
 
Amazon は以下の文字のみ利

用することを推奨します。 
 
• 小文字の英字 
• 大文字の英字 
• 数字 
• ハイフン（ダッシュ） 
• アンダースコア 

 
最大：32 文字 
 

AuthorizationAmount 
 
 

必須 Price オーソリする金額 
 
最大：¥1,000,000 
 

SellerAuthorizationNote 
 
 

オプ

ショ

ン 

xs:string 購入者のメールに表示され

るトランザクションの説明

です。CaptureNow を true に
した場合のみ表示されま

す。 
 
最大：255 文字 
 

TransactionTimeout 
 
 

オプ

ショ

ン 

xs:nonnegativeinteger オーソリ処理を完了するま

での最大分数を割り当てま

す。時間をオーバーした場

合は、自動的に失敗にな

り、オーソリに対しての売

上請求はできません。 
 
注意：非同期モードでは、

オーソリ処理は最初は常に

Pending 状態を返します。オ

ーソリは Amazon が処理す

るまでこの状態を維持しま

す。処理が完了した後は、

Amazon は最終処理ステータ

スを通知します。 
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有効な値：0 または 5 の倍数

（5、10、15 など）です。0
をセットした場合は同期モ

ードです。0 より大きな値を

セットした場合は非同期モ

ードです。 
 
同期モードでの

TransactionTimeout 値は、必

ず 0 です。 
 
非同期モードでの

TransactionTimeout 値は、最

小 5、最大 1440、デフォル

トは 1440 です。 
 

CaptureNow 
 
 

オプ

ショ

ン 

xs:boolean Order Reference に対して指

定した金額をすぐに売上請

求するか指定します。

（Capture 処理呼び出しをせ

ず、注文出荷まで待ちませ

ん。）この値を true にセッ

トする場合は、

SellerAuthorizationNote を指

定してください。売上請求

された金額は次の支払サイ

クルで販売事業者のアカウ

ントに支払われます。 
 
注意：Amazon Payのポリシ

ーでは、注文商品が出荷さ

れてから購入者に請求しま

す。注文出荷前に費用を請

求してはいけません。 
 
許可されている値 
 
• false – このオーソリで指

定された金額を売上請求

するためには、Capture 処

理を実行しなければなり

ません。 
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レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
AmazonDetails ステータス、売上請求金額などを含むオ

ーソリオブジェクトの詳細が含まれま

す。 
 
タイプ：AuthorizationDetails 
 

サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAFBM3LG5JEEXAMPLE 
  &Action=Authorize 

• true – 指定された金額がす

ぐに売上請求されます。

Capture 処理を呼び出す必

要はありません。 

 
デフォルトは false です。 
 

SoftDecriptor 
 
 

オプ

ショ

ン 

xs:string CaptureNow が true にセット

されている場合に、購入者

の請求明細に表示される説

明です。SoftDescriptor は支

払処理か

ら”AMZ*<SoftDescriptor>”の
形式で送信されます。 
 
日本では JCB のみ有効で

す。JCB 以外は「Amazon 
Pay提携サイト」と表示され

ます。 
 
最大：16 文字 
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  &AmazonOrderReferenceId=P01-1234567-1234567 
  &AuthorizationAmount.Amount=94.50 
  &AuthorizationAmount.CurrencyCode=USD 
  &AuthorizationReferenceId=test_authorize_1 
  &SellerAuthorizationNote=Lorem ipsum 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2012-10-03T19:01:11Z 
  &TransactionTimeout=60 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=WlQ708aqyHXMkoUBk69Hjxj8qdh3aDcqpY71hVgEXAMPLE 
   

レスポンスのサンプル 
  <AuthorizeResponse xmlns=" https://mws.amazonservices.com/schema/ 
  OffAmazonPayments/2013-01-01"> 
    <AuthorizeResult> 
      <AuthorizationDetails> 
        <AmazonAuthorizationId> 
          P01-1234567-1234567-0000001 
        </AmazonAuthorizationId> 
     
<AuthorizationReferenceId>test_authorize_1</AuthorizationReferenceId> 
        <SellerAuthorizationNote>Lorem ipsum</SellerAuthorizationNote> 
        <AuthorizationAmount> 
          <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
          <Amount>94.50</Amount> 
        </AuthorizationAmount> 
        <AuthorizationFee> 
          <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
          <Amount>0</Amount> 
        </AuthorizationFee> 
  <SoftDecline>true</SoftDecline> 
        <AuthorizationStatus> 
          <State>Pending</State> 
          <LastUpdateTimestamp>2012-11-03T19:10:16Z</LastUpdateTimestamp> 
        </AuthorizationStatus> 
        <CreationTimestamp>2012-11-02T19:10:16Z</CreationTimestamp> 
        <ExpirationTimestamp>2012-12-02T19:10:16Z</ExpirationTimestamp> 
      </AuthorizationDetails> 
    </AuthorizeResult> 
    <ResponseMetadata> 
      <RequestId>b4ab4bc3-c9ea-44f0-9a3d-67cccef565c6</RequestId> 
    </ResponseMetadata> 
  </AuthorizeResponse> 
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CancelOrderReference 

以前に承認された Order Reference をキャンセルします。 

説明 

以前に承認された Order Reference をキャンセルするために CancelOrderReference 処理を

呼び出します。Completed、Closed、Pending 状態の売上請求が存在する場合は、Order 
Reference オブジェクトをキャンセルできません。Order Reference をキャンセルする場

合は、この Order Reference に関連する全てのオーソリは Closed にされます。 
 
この処理を呼び出した後で、Order Reference は Canceled 状態に遷移します。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonOrderReferenceId 
 
 

必須 xs:string Order Reference の ID で

す。 
この値は購入者が Amazon
によって認証に成功した

後に Amazon ボタンウィジ

ェットから取得されま

す。 
 

CancelationReason 
 
 

オプション xs:string キャンセルした理由を記

述します。これは内部処

理でのみ利用し、顧客に

は表示されません。この

値は、
GetOrderReferenceDetails
呼び出しで取得できま

す。 
 
最大：1024 文字 
 

レスポンス要素 

この処理は、標準レスポンス要素のみ返します。 
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サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAJKYFSJU7PEXAMPLE 
  &Action=CancelOrderReference 
  &AmazonOrderReferenceId=P01-1234567-1234567 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2012-12-19T19%3A01%3A11Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=CLZOdtJGjAo81IxaLoE7af6HqK0EXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <CancelOrderReferenceResponse 
  xmlns="https://mws.amazonservices.com/schema/OffAmazonPayments/2013-01-
01"> 
    <ResponseMetadata> 
      <RequestId>5f20169b-7ab2-11df-bcef-d35615e2b044</RequestId> 
    </ResponseMetadata> 
  </CancelOrderReferenceResponse> 
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Capture 

オーソリされた支払方法から資金を売上請求します。 

説明 

オーソリされた支払方法から資金を売上請求するために Capture 処理を呼び出します。

支払の売上請求を成功させるためには、オーソリオブジェクトの有効期限が切れる前に

この処理を呼び出さなければなりません。その有効期限は Authorize 処理呼び出しのレ

スポンスで返された ExpirationTimestamp に指定されています。売上請求するには、売

上請求金額を指定しなければならず、その金額は元のオーソリされた金額を超えること

はできません。 
 
売上請求の状態を確認するには、GetCaptureDetails 処理を呼び出します。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonAuthorizationId 
 
 

必須 xs:string 以前の Authorize または
AuthorizeOnBillingAgreement
で Amazon によって生成さ

れたオーソリの ID です。 
 

CaptureReferenceId 必須 xs:string 販売事業者が指定できるこ

の売上請求のトランザクシ

ョンの ID です。この ID は

全ての売上請求トランザク

ションでユニークでなけれ

ばなりません。 
 
Amazon は以下の文字のみ

利用することを推奨しま

す。 
 
• 小文字の英字 
• 大文字の英字 
• 数字 
• ハイフン（ダッシュ） 
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• アンダースコア 

 
最大：32 文字 
 

CaptureAmount 必須 Price このトランザクションで売

上請求する金額です。 
 
この金額は、売上請求する

前にオーソリを行った金額

以下でしか指定できませ

ん。 
 
最大：¥1,000,000 
 

SellerCaptureNote オプション xs:string 売上請求トランザクション

の説明であり、購入者への

メールに表示されます。 
 

SoftDescriptor オプション xs:string 購入者の請求明細に表示さ

れる説明です。

SoftDescriptor は支払処理か

ら”AMZ*<SoftDescriptor>”
の形式で送信されます。 
 
日本では JCB のみ有効で

す。JCB 以外は「Amazon 
Pay提携サイト」と表示さ

れます。 
 
最大：16 文字 
 

レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
CaptureDetails ステータスと Capture オブジェクトの詳

細が含まれます。 
 
タイプ：CaptureDetails 
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サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAFBM3LG5JEEXAMPLE 
  &Action=Capture 
  &AmazonAuthorizationId=P01-1234567-1234567-0000001 
  &CaptureAmount.Amount=94.50 
  &CaptureAmount.CurrencyCode=USD 
  &CaptureReferenceId=test_capture_1 
  &SellerCaptureNote=Lorem%20ipsum 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2012-11-05T19%3A01%3A11Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=WlQ708aqyHXMkoUBk69Hjxj8qdh3aDcqpY71hVgEXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <CaptureResponse 
xmlns="https://mws.amazonservices.com/schema/OffAmazonPayments/2013-01-01"> 
    <CaptureResult> 
      <CaptureDetails> 
        <AmazonCaptureId>P01-1234567-1234567-0000002</AmazonCaptureId> 
        <CaptureReferenceId>test_capture_1</CaptureReferenceId> 
        <SellerCaptureNote>Lorem ipsum</SellerCaptureNote> 
        <CaptureAmount> 
          <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
          <Amount>94.50</Amount> 
        </CaptureAmount> 
        <CaptureStatus> 
          <State>Completed</State> 
          <LastUpdateTimestamp>2012-11-03T19:10:16Z</LastUpdateTimestamp> 
        </CaptureStatus> 
        <CreationTimestamp>2012-11-03T19:10:16Z</CreationTimestamp> 
      </CaptureDetails> 
    </CaptureResult> 
    <ResponseMetadata> 
      <RequestId>b4ab4bc3-c9ea-44f0-9a3d-67cccef565c6</RequestId> 
    </ResponseMetadata> 
  </CaptureResponse> 
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CloseAuthorization 

オーソリを Close します。 

説明 

売上請求を行う予定がないオーソリのみ CloseAuthorization 処理を呼び出します。オー

ソリが売上請求されている場合は、Amazon は自動的にオーソリを Closed にします。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonAuthorizationId 
 
 

必須 xs:string 以前の Authorize または
AuthorizeOnBillingAgreement
で Amazon によって生成さ

れたオーソリの ID です。 
 

ClosureReason オプション xs:string Close にした説明は、顧客

へのメールに表示されま

す。 
 
最大：255 文字 
 

レスポンス要素 

この処理は、標準レスポンス要素のみ返します。 

サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAFBM3LG5JEEXAMPLE 
  &Action=CloseAuthorization 
  &AmazonAuthorizationId=P01-1234567-1234567-0000001 
  &ClosureReason=Closing%20the%20auhorization%20transaction 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
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  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2012-12-17T19%3A01%3A11Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=WlQ708aqyHXMkoUBk69Hjxj8qdh3aDcqpY71hVgEXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <CloseAuthorizationResponse 
xmlns="https://mws.amazonservices.com/schema/OffAmazonPayments/2013-01-01"> 
    <ResponseMetadata> 
      <RequestId>a9aedsd6-a10y-11t8-9a3d-67gggwd565c6</RequestId> 
    </ResponseMetadata> 
  </CloseAuthorizationResponse> 
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CloseOrderReference 

Order Reference が完了したことを承認し、この Order Reference から新しいオーソリを生

成できないようにします。 

説明 

Order Reference が完了したことを承認し、この Order Reference から新しいオーソリを生

成できないように指示するために CloseOrderReference 処理を呼び出します。Order 
Reference に存在するまだ Open 状態のオーソリに対しては売上請求できます。 
 
この処理を呼び出した後に Order Reference は Closed 状態に遷移します。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonOrderReferenceId 
 
 

必須 xs:string Order Reference の ID です。 
この値は購入者が Amazon
によって認証に成功した後

に Amazon ボタンウィジェ

ットから取得されます。 
 

ClosureReason オプション xs:string Order Reference を Closed に

した理由を説明します。こ

れは内部処理でのみ利用

し、顧客には表示されませ

ん。この値は、

GetOrderReferenceDetails 呼
び出しで取得できます。 
 
最大：1024 文字 
 

レスポンス要素 

この処理は、標準レスポンス要素のみ返します。 

サンプル 
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呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAJKYFSJU7PEXAMPLE 
  &Action=CloseOrderReference 
  &AmazonOrderReferenceId=P01-1234567-1234567 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2012-12-19T19%3A01%3A11Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=CLZOdtJGjAo81IxaLoE7af6HqK0EXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <CloseOrderReferenceResponse 
  xmlns="http://mws.amazonservices.com/schema/OffAmazonPayments/2013-01-01"> 
    <ResponseMetadata> 
      <RequestId>5f20169b-7ab2-11df-bcef-d35615e2b044</RequestId> 
    </ResponseMetadata> 
  </CloseOrderReferenceResponse> 
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ConfirmOrderReference 

制約が無く、全ての必須情報がセットされた Order Reference を承認します。 

説明 

制約が無く、全ての必須情報が Order Reference にセットされた後に、

ConfirmOrderReference 処理を呼び出します。この処理を呼び出した後に、Order 
Reference は Open 状態にセットされ、Order Reference に対してオーソリを行うことがで

きます。 
 
注意：Order Reference が Open 状態の場合のみオーソリリクエストを実行できます。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonOrderReferenceId 
 
 

必須 xs:string Order Reference の ID です。 
この値は購入者が Amazon
によって認証に成功した後

に Amazon ボタンウィジェ

ットから取得されます。 
 

レスポンス要素 

この処理は、標準レスポンス要素のみ返します。 

サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAJKYFSJU7PEXAMPLE 
  &Action=ConfirmOrderReference 
  &AmazonOrderReferenceId=P01-1234567-1234567 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
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  &Timestamp=2012-10-03T19%3A01%3A11Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=CLZOdtJGjAo81IxaLoE7af6HqK0EXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <ConfirmOrderReferenceResponse 
  xmlns="https://mws.amazonservices.com/schema/OffAmazonPayments/2013-01-
01"> 
    <ResponseMetadata> 
      <RequestId>f42df4b1-8047-11df-8d5c-bf56a38ef3b4</RequestId> 
    </ResponseMetadata> 
  </ConfirmOrderReferenceResponse> 
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CreateOrderReferenceForId 

与えられたオブジェクトの Order Reference を生成します。 

説明 

CreateOrderReferenceForId 処理は、Id と IdType リクエストパラメータによって指定さ

れたオブジェクトから Order Reference オブジェクトを生成するために利用します。 
 
Order Reference を Billing Agreement オブジェクトから生成するためには、Billing 
Agreement が Draft 状態である間では、１つだけ Order Reference を生成することができ

ます。多くの Order Reference は Billing Agreement が Open 状態である場合に生成できま

す。Order Reference の購入者、配送先住所、支払方法は、Billing Agreement から引き継

がれます。Confirmed 状態の Order Reference オブジェクトを生成するためには、

ConfirmNow リクエストパラメータを true にセットします。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
Id 必須 xs:string Order Reference を生成させ

るオブジェクトの ID で

す。 
 
現在は、Billing Agreement
の ID のみ許可されていま

す。この値は Amazon のボ

タン、アドレス帳、お支

払い方法ウィジェットから

返されます。 
 

IdType 必須 xs:string Id リクエストパラメータ

によって指定されたオブジ

ェクトのタイプです。 
 
現在は Billing Agreement の
み生成できるので、

BillingAgreement の文字列

を指定します。 
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InheritsShippingAddress オプション xs:boolean Id リクエストパラメータ

で指定されたオブジェクト

から配送先住所詳細を引き

継ぐか指定します。 
 
デフォルト：true 
 

ConfirmNow オプション xs:boolean 要求された Order Reference
をすぐに承認するか指定し

ます。 
 
true – Order Reference はす

ぐに承認されます。

ConfirmOrderReference 処理

を呼び出す必要はありませ

ん。 
 
false – Order Reference を承

認するためには

ConfirmOrderReference 処理

を呼び出さなければなりま

せん。 
 
デフォルト：false 
 

OrderReferenceAttributes ConfirmNow
が True の場

合のみ必須 

OrderReference 
Atributes 

Order Reference の販売事業

者が指定する属性です。 

レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
OrderReferenceDetails Order Reference オブジェクトの詳細と現

在の状態が含まれます。 
 
タイプ：OrderReferenceDetails 
 

サンプル 
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呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAJKYFSJU7PEXAMPLE 
  &Action=CreateOrderReferenceForId 
  &Id=C01-1234567-1234567 
  &IdType=BillingAgreement 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2012-10-03T19%3A01%3A11Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=WlQ708aqyHXMkoUBk69Hjxj8qdh3aDcqpY71hVgEXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
<CreateOrderReferenceForIdResponse 
    xmlns="http://mws.amazonservices.com/ 
          schema/OffAmazonPayments_Sandbox/2013-01-01"> 
  <CreateOrderReferenceForIdResult> 
    <OrderReferenceDetails> 
      <AmazonOrderReferenceId>S01-1234567-1234567</AmazonOrderReferenceId> 
      <CreationTimestamp>2013-12-05T00:21:19Z</CreationTimestamp> 
      <ExpirationTimestamp>2014-05-05T00:21:19Z</ExpirationTimestamp> 
      <OrderReferenceStatus> 
        <State>Draft</State> 
      </OrderReferenceStatus> 
      <Destination> 
        <DestinationType>Physical</DestinationType> 
        <PhysicalDestination> 
          <City>New York</City> 
          <StateOrRegion>NY</StateOrRegion> 
          <PostalCode>10101-9876</PostalCode> 
          <CountryCode>US</CountryCode> 
        </PhysicalDestination> 
      </Destination> 
      <ReleaseEnvironment>Live</ReleaseEnvironment> 
    </OrderReferenceDetails> 
  </CreateOrderReferenceForIdResult> 
  <ResponseMetadata> 
    <RequestId>5f20169b-7ab2-11df-bcef-d35615e2b044</RequestId> 
  </ResponseMetadata> 
</CreateOrderReferenceForIdResponse> 
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GetAuthorizationDetails 

詳細なオーソリステータスとオーソリで売上請求された合計金額を返します。 

説明 

詳細なオーソリステータスの要求とオーソリ上の合計請求金額の情報を取得するために

GetAuthorizationDetails 処理を呼び出します。Authorize 処理を呼び出した後に Pending
ステータスが返ってきた場合は、現在のステータスを取得するためにこの処理を呼び出

すことができます。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 20 であり、回復レートは 1 秒

間に 2 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 5 であり、回復レー

トは 1 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonAuthorizationId 必須 xs:string 以前の Authorize または

AuthorizeOnBillingAgreement
で Amazon によって生成さ

れたオーソリの ID です。 
 

レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
AuthorizationDetails ステータス、売上請求金額などを含むオ

ーソリオブジェクトの詳細が含まれま

す。 
 
タイプ：AuthorizationDetails 
 

サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAFBM3LG5JEEXAMPLE 
  &Action=GetAuthorizationDetails 
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  &AmazonAuthorizationId=P01-1234567-1234567-0000001 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2012-11-05T19%3A01%3A11Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=WlQ708aqyHXMkoUBk69Hjxj8qdh3aDcqpY71hVgEXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <GetAuthorizationDetailsResponse 
xmlns="https://mws.amazonservices.com/schema/OffAmazonPayments/2013-01-01"> 
    <GetAuthorizationDetailsResult> 
      <AuthorizationDetails> 
        <AmazonAuthorizationId> 
          P01-1234567-1234567-0000001 
        </AmazonAuthorizationId> 
        
<AuthorizationReferenceId>test_authorize_1</AuthorizationReferenceId> 
        <SellerAuthorizationNote>Lorem ipsum</SellerAuthorizationNote> 
        <AuthorizationAmount> 
          <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
          <Amount>94.50</Amount> 
        </AuthorizationAmount> 
        <AuthorizationFee> 
          <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
          <Amount>0</Amount> 
        </AuthorizationFee> 
        <AuthorizationStatus> 
          <State>Open</State> 
          <LastUpdateTimestamp>2012-12-
10T19%3A01%3A11Z</LastUpdateTimestamp> 
        </AuthorizationStatus> 
        <CreationTimestamp>2012-12-10T19%3A01%3A11Z</CreationTimestamp> 
        <ExpirationTimestamp>2013-01-10T19:10:16Z</ExpirationTimestamp> 
      </AuthorizationDetails> 
    </GetAuthorizationDetailsResult> 
    <ResponseMetadata> 
      <RequestId>b4ab4bc3-c9ea-44f0-9a3d-67cccef565c6</RequestId> 
    </ResponseMetadata> 
  </GetAuthorizationDetailsResponse> 
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GetCaptureDetails 

詳細な売上請求ステータスと売上請求で返金された合計金額を返します。 

説明 

詳細な売上請求ステータスと売上請求で返金された合計金額を要求するために

GetCaptureDetails 処理を呼び出します。Capture 処理を呼び出した後に Pending ステータ

スが返され、その後で現在のステータスを取得するためにこの処理を呼び出しができま

す。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 20 であり、回復レートは 1 秒

間に 2 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 5 であり、回復レー

トは 1 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonCaptureId 必須 xs:string 以前の Capture で Amazon

によって生成された売上請

求の ID です。 
 

レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
CaptureDetails オーソリオブジェクトの詳細とそのステ

ータスが含まれます。 
 
タイプ：CaptureDetails 
 

サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAFBM3LG5JEEXAMPLE 
  &Action=GetCaptureDetails 
  &AmazonCaptureId=P01-1234567-1234567-0000001 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
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  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2012-11-05T19%3A01%3A11Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=WlQ708aqyHXMkoUBk69Hjxj8qdh3aDcqpY71hVgEXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <GetAuthorizationDetailsResponse 
xmlns="https://mws.amazonservices.com/schema/OffAmazonPayments/2013-01-01"> 
    <GetCaptureDetailsResult> 
      <CaputreDetails> 
        <AmazonCaputreId> 
          P01-1234567-1234567-0000001 
        </AmazonCaputreId> 
        <CaputreReferenceId>test_caputre_1</CaputreReferenceId> 
        <SellerCaputreNote>Lorem ipsum</SellerCaputreNote> 
        <CaputreAmount> 
          <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
          <Amount>94.50</Amount> 
        </CaputreAmount> 
        <CaputreFee> 
          <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
          <Amount>0</Amount> 
        </CaputreFee> 
        <CaputreStatus> 
          <State>Open</State> 
          <LastUpdateTimestamp>2012-12-
10T19%3A01%3A11Z</LastUpdateTimestamp> 
        </CaputreStatus> 
        <CreationTimestamp>2012-12-10T19%3A01%3A11Z</CreationTimestamp> 
        <ExpirationTimestamp>2013-01-10T19:10:16Z</ExpirationTimestamp> 
      </CaputreDetails> 
    </GetCaputreDetailsResult> 
    <ResponseMetadata> 
      <RequestId>b4ab4bc3-c9ea-44f0-9a3d-67cccef565c6</RequestId> 
    </ResponseMetadata> 
  </GetCaputreDetailsResponse> 
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GetOrderReferenceDetails 

Order Reference オブジェクトの詳細と現在の状態を返します。 

説明 

GetOrderReferenceDetails 処理は、Order Reference オブジェクトの詳細と現在の状態を返

します。Order Reference オブジェクトは次の注文詳細を提供します。 
 

• 購入者 
• 金額 
• 説明 
• 配送先（オプション） 
• 販売事業者の注文情報の属性（オプション） 
• 制約のリスト（オプション） 

本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 20 であり、回復レートは 1 秒

間に 2 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 5 であり、回復レー

トは 1 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonOrderReferenceId 必須 xs:string Order Reference の ID で

す。 
この値は購入者が Amazon
によって認証に成功した後

に Amazon ボタンウィジェ

ットから取得されます。 
 

AddressConsentToken オプション xs:string Amazon ログインのアクセ

ストークンです。 
 
このトークンは Amazon ロ

グインでの認証に成功した

後で利用可能です。 
 
注文完了前に完全な配送先

住所を受け取るために必要

です。追加の scope パラメ

ータの
payments:shipping_address
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をセットしなければなりま

せん。 
 

レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
OrderReferenceDetails Order Reference オブジェクトの詳細とそ

のステータスが含まれます。 
 
タイプ：OrderReferenceDetails 
 

サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAJKYFSJU7PEXAMPLE 
  &Action=GetOrderReferenceDetails 
  &AddressConsentToken=YOUR_ACCESS_TOKEN 
  &AmazonOrderReferenceId=P01-1234567-1234567 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2012-11-05T19%3A01%3A11Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=CLZOdtJGjAo81IxaLoE7af6HqK0EXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <GetOrderReferenceDetailsResponse 
    xmlns="http://mws.amazonservices.com/ 
          schema/OffAmazonPayments/2013-01-01"> 
  <GetOrderReferenceDetailsResult> 
    <OrderReferenceDetails> 
      <AmazonOrderReferenceId>P01-1234567-1234567</AmazonOrderReferenceId> 
      <CreationTimestamp>2012-11-05T20:21:19Z</CreationTimestamp> 
      <ExpirationTimestamp>2013-05-07T23:21:19Z</ExpirationTimestamp> 
      <OrderReferenceStatus> 
        <State>Draft</State> 
      </OrderReferenceStatus> 
      <Destination> 
        <DestinationType>Physical</DestinationType> 
        <PhysicalDestination> 
          <City>New York</City> 
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          <StateOrRegion>NY</StateOrRegion> 
          <PostalCode>10101-9876</PostalCode> 
          <CountryCode>US</CountryCode> 
        </PhysicalDestination> 
      </Destination> 
      <ReleaseEnvironment>Live</ReleaseEnvironment> 
    </OrderReferenceDetails> 
  </GetOrderReferenceDetailsResult> 
  <ResponseMetadata> 
    <RequestId>5f20169b-7ab2-11df-bcef-d35615e2b044</RequestId> 
  </ResponseMetadata> 
  </GetOrderReferenceDetailsResponse> 
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GetRefundDetails 

返金の詳細なステータスを返します。 

説明 

返金の詳細なステータスを要求するために GetRefundDetails 処理を呼び出します。

Refund を呼び出した後に Pending ステータスを受け取った場合は、現在のステータス

を取得するためにこの処理を呼び出すことができます。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 20 であり、回復レートは 1 秒

間に 2 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 5 であり、回復レー

トは 1 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonRefundId 必須 xs:string この返金トランザクション

の Amazon が生成した ID
です。 
 

レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
RefundDetails 返金オブジェクトの詳細とそのステータ

スが含まれます。 
 
タイプ：RefundDetails 
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GetServiceStatus 

Amazon Payの APIの利用状況を返します。 

説明 

GetServiceStatus 処理は Amazon マーケットプレイス Web サービス（AmazonMWS）の

Amazon Pay APIの利用状況を返します。ステータスの値は、GREEN、GREEN_I、
YELLOW、RED です。 
 
この処理の最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レートは 5 分間に 1 回です。 

レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
Status GetServicesStatus 処理で返される値 

 
• GREEN – サービスの利用状況は通常で

す。 
• GREEN_I – サービスの利用状況は通常

です。追加情報が提供されていま

す。 
• YELLOW – サービスは通常のエラー率

より高いか、パファーマンスが低下

しています。追加情報が提供されて

いるかもしれません。 
• RED – サービスは利用できない、また

は、極めて大きなエラー率になって

います。追加情報が提供されている

かもしれません。 

タイプ：xs:string 
 

Timestamp 利用状況を評価した時刻を提示します。 
 
タイプ：xs:dateTime 
 

MessageId Amazon が定義したメッセージ ID です。 
 
タイプ：xs:string 
 

Messages １つかそれ以上のメッセージの親要素で

す。 
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Message 利用状況メッセージです。 
以下の子要素の親要素（子要素はタイ

プ：xs:string です） 
 

• Locale 
• Text 

 

サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAEEXAMPLENGQCJLSA 
  &Action=GetServiceStatus 
  &SellerId=A135KKEKWF1J56 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2013-07-25T18%3A17%3A45Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=neUupEXAMPLEwJEJGnBfBGa2UpTSIZW3JMnVUYLsM4w%3D 
 

レスポンスのサンプル 
  <?xml version="1.0"?> 
  <GetServiceStatusResponse 
xmlns="http://mws.amazonservices.com/schema/OffAmazonPayments/2013-01-01"> 
    <GetServiceStatusResult> 
      <Status>GREEN</Status> 
      <Timestamp>2013-07-25T18:17:45.167Z</Timestamp> 
    </GetServiceStatusResult> 
    <ResponseMetadata> 
      <RequestId>082c41fd-2f6b-4616-a518-7db14EXAMPLE</RequestId> 
    </ResponseMetadata> 
  </GetServiceStatusResponse> 
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Refund 

以前に売上請求された資金を返金します。 

説明 

以前に売上請求された資金を返金するために Refund 処理を呼び出します。返金額が次

の範囲を超えない場合にのみ売上請求に対して返金することができます。 
 
売上請求金額に対して 15%か 8,400 円のどちらか低い額まで増額した金額 
 
売上請求に対して最大 10 個までの返金できます。返金のステータスを問い合わせする

ために GetRefundDetails を呼び出します。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonCaptureId 必須 xs:string 以前の Capture で Amazon

によって生成された売上請

求の ID です。 
 

RefundReferenceId 必須 xs:string 販売事業者が指定できるこ

の返金のトランザクション

の ID です。この ID は全て

の返金トランザクションで

ユニークでなければなりま

せん。 
 
Amazon は以下の文字のみ

利用することを推奨しま

す。 
 
• 小文字の英字 
• 大文字の英字 
• 数字 
• ハイフン（ダッシュ） 
• アンダースコア 
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最大：32 文字 
 

RefundAmount 必須 Price 返金金額です。次の限度額

以上は返金できません。 
 
売上請求額の 15%か 8,400
円のどちらか低い額まで増

額した額までです。 
 
最大値：1,000,000 円 
 

SellerRefundNote オプション xs:string 購入者へのメールに表示さ

れる返金の説明です。 
 

SoftDescriptor オプション xs:string 購入者の請求明細に表示さ

れる説明です。

SoftDescriptor は支払処理

か

ら”AMZ*<SoftDescriptor>”
の形式で送信されます。 
 
日本では JCB のみ有効で

す。JCB 以外は「Amazon 
Pay提携サイト」と表示さ

れます。 
 
最大：16 文字 
 

レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
RefundDetails 返金オブジェクトの詳細とそのステータ

スが含まれます。 
 
タイプ：RefundDetails 
 

サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
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  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAFBM3LG5JEEXAMPLE 
  &Action=Refund 
  &AmazonCaptureId=P01-1234567-1234567-0000002 
  &RefundAmount.Amount=94.50 
  &RefundAmount.CurrencyCode=USD 
  &RefundReferenceId=test_refund_1 
  &SellerRefundNote=Lorem%20ipsum 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2012-11-05T19%3A01%3A11Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=WlQ708aqyHXMkoUBk69Hjxj8qdh3aDcqpY71hVgEXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <RefundResponse 
xmlns="https://mws.amazonservices.com/schema/OffAmazonPayments/2013-01-01"> 
    <RefundResult> 
      <RefundDetails> 
        <AmazonRefundId>P01-1234567-1234567-0000003</AmazonRefundId> 
        <RefundReferenceId>test_refund_1</RefundReferenceId> 
        <SellerRefundNote>Lorem ipsum</SellerRefundNote> 
        <RefundType>SellerInitiated</RefundType> 
        <RefundedAmount> 
          <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
          <Amount>94.50</Amount> 
        </RefundedAmount> 
        <FeeRefunded> 
          <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
          <Amount>0</Amount> 
        </FeeRefunded> 
        <RefundStatus> 
          <State>Pending</State> 
          <LastUpdateTimestamp>2012-11-07T19:10:16Z</LastUpdateTimestamp> 
        </RefundStatus> 
        <CreationTimestamp>2012-11-05T19:10:16Z</CreationTimestamp> 
      </RefundDetails> 
    </RefundResult> 
    <ResponseMetadata> 
      <RequestId>b4ab4bc3-c9ea-44f0-9a3d-67cccef565c6</RequestId> 
    </ResponseMetadata> 
  </RefundResponse> 
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SetOrderReferenceDetails 

注文金額や説明などの注文の詳細を Order Reference にセットします。 

説明 

注文金額、説明、その他の注文属性などの注文の詳細を Order Reference に指定するた

めに SetOrderReferenceDetails 処理を呼び出します。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonOrderReferenceId 必須 xs:string Order Reference の ID で

す。 
この値は購入者が Amazon
によって認証に成功した後

に Amazon ボタンウィジェ

ットから取得されます。 
 

OrderReferenceAttributes 必須 OrderReference 
Attributes 

Order Referenc に販売事業

者が指定する属性です。 
 

レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
OrderReferenceDetails Order Reference オブジェクトの詳細とそ

の現在のステータスが含まれます。 
 
タイプ：OrderReferenceDetails 
 

サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
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  AWSAccessKeyId=0GS7553JW74RRM612K02EXAMPLE 
  &Action=SetOrderReferenceDetails 
  &AmazonOrderReferenceId=P01-1234567-1234567 
  &OrderReferenceAttributes.OrderTotal.Amount=106 
  &OrderReferenceAttributes.OrderTotal.CurrencyCode=USD 
  &OrderReferenceAttributes.PlatformId=PLATFORM_ID_HERE 
  &OrderReferenceAttributes.SellerNote=Lorem%20ipsum 
  &OrderReferenceAttributes.SellerOrderAttributes.SellerOrderId=5678-23 
  &OrderReferenceAttributes.SellerOrderAttributes.StoreName=YOUR_STORE_NAME  
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2012-11-05T19%3A01%3A11Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=2RPzkOgQmDybUjk0dA54maCEXAMPLE 
 

 
次の点について注意してください。 

• &Action は&AmazonOrderReferenceId より先に記載しなければなりません。 
• &SignatureMethod 値の HmacSHA256 は大文字小文字を区別します。 

レスポンスのサンプル 
  <SetOrderReferenceDetailsResponse 
    xmlns="https://mws.amazonservices.com/ 
          schema/OffAmazonPayments/2013-01-01"> 
  <SetOrderReferenceDetailsResult> 
    <OrderReferenceDetails> 
      <AmazonOrderReferenceId>P01-1234567-1234567</AmazonOrderReferenceId> 
      <OrderTotal> 
        <Amount>106</Amount> 
        <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
      </OrderTotal> 
      <SellerOrderAttributes> 
        <SellerOrderId>5678-23</SellerOrderId> 
      </SellerOrderAttributes> 
      <SellerNote>Lorem ipsum</SellerNote> 
      <CreationTimestamp>2012-11-05T20:21:19Z</CreationTimestamp> 
      <ExpirationTimestamp>2013-05-07T23:21:19Z</ExpirationTimestamp> 
      <OrderReferenceStatus> 
        <State>Draft</State> 
      </OrderReferenceStatus> 
      <Destination> 
        <DestinationType>Physical</DestinationType> 
        <PhysicalDestination> 
          <City>New York</City> 
          <StateOrRegion>NY</StateOrRegion> 
          <PostalCode>10101-9876</PostalCode> 
          <CountryCode>US</CountryCode> 
        </PhysicalDestination> 
      </Destination> 
      <ReleaseEnvironment>Live</ReleaseEnvironment> 
    </OrderReferenceDetails> 
  </SetOrderReferenceDetailsResult> 
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  <ResponseMetadata> 
    <RequestId>f42df4b1-8047-11df-8d5c-bf56a38ef3b4</RequestId> 
  </ResponseMetadata> 
  </SetOrderReferenceDetailsResponse> 
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定期（自動）支払 Amazon Pay API  

AuthorizeOnBillingAgreement 

Billing Agreement に保存された支払方法に対して指定の金額を確保します。 

説明 

AuthorizeOnBillingAgreement 処理は、Billing Agreement に保存された支払方法に対して

指定の金額を確保します。支払方法で請求するためには、CaptureNow リクエストパラ

メータに true をセットするか、この処理の後で Capture 処理を呼び出さなければなりま

せん。オーソリはこの処理で返された一定期間のみ有効です。インスタント支払通知

（IPN）をセットアップしている場合は、この期限の終わりにオーソリが期限切れと通

知を送信します。インスタント支払通知（IPN）の詳しい情報については、Amazon Pay
インテグレーションガイドを参照してください。オーソリの詳細は

GetAuthorizationDetails 処理で要求することができます。 
 
注意：これは Order Reference オブジェクトを生成し承認する便利な処理であり、オー

ソリをリクエストし、その後で Order Reference を Closed にします。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonBillingAgreementId 必須 xs:string Billing Agreement の ID で

す。 
この値は購入者が Amazon
によって認証に成功した

後に Amazon ボタン、ア

ドレス帳、お支払い方法

ウィジェットから取得さ

れます。 
 

AuthorizationReferenceId 必須 xs:string システムで指定するこの

オーソリトランザクショ

ンの ID です。この ID は

販売事業者の全てのオー

ソリトランザクションで
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ユニークである必要があ

ります。 
 
Amazon は以下の文字のみ

利用することを推奨しま

す。 
 
• 小文字の英字 
• 大文字の英字 
• 数字 
• ハイフン（ダッシュ） 
• アンダースコア 

 
最大：32 文字 
 

AuthorizationAmount 必須 Price オーソリする金額 
 

SellerAuthorizationNote オプション xs:string 購入者のメールに表示さ

れるトランザクションの

説明です。 
 
最大：255 文字 
 

TransactionTimeout オプション xs:nonNegative 
Integer 

オーソリ処理を完了する

までの最大分数を割り当

てます。時間をオーバー

した場合は、自動的に失

敗になり、オーソリに対

しての売上請求はできま

せん。 
 
有効な値：0 または 5 の倍

数（5、10、15 など）で

す。 
 
最小値：0 
最大値：1440 
デフォルト：1440 
 
値が 0 は常に同期処理で

Open か Declined ステー

タスを返します。値が 0
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ではない場合は、常に

Pending ステータスを返

し、インスタント支払通

知（IPN）にて最終処理ス

テータスを受け取りま

す。 
 

CaptureNow オプション xs:boolean Order Reference に対して

AuthorizationAmount リク

エストパラメータで指定

した金額をすぐに売上請

求するか指定します。

（Capture 処理呼び出しを

せず、注文出荷まで待ち

ません。）売上請求され

た金額は次の支払サイク

ルで販売事業者のアカウ

ントに支払われます。 
 
許可されている値 
 
• true – 指定された金額

がすぐに売上請求され

ます。Capture 処理を呼

び出す必要はありませ

ん。 
• false – このオーソリで

指定された金額を売上

請求するためには、

Capture 処理を実行しな

ければなりません。 

デフォルトは false です。 
 

SpftDescriptor オプション xs:string CaptureNow が true にセ

ットされている場合に、

購入者の請求明細に表示

される説明です。

SoftDescriptor は支払処理

か

ら”AMZ*<SoftDescriptor>”
の形式で送信されます。 



 
Amazon Pay API Reference Guide  –  version 2.1.0 JP 51 

 

 

 
日本では JCB のみ有効で

す。JCB 以外は「Amazon 
Pay提携サイト」と表示さ

れます。 
 
最大：16 文字 
 

SellerNote オプション xs:string 購入者のメールに表示さ

れる注文の説明です。 
 
最大：1024 文字 

PlatformId オプション xs:string EC サイトプラットフォー

ムを構築するソリューシ

ョンプロバイダーの

SellerId を指定します。 
 
必要な場合のみソリュー

ションプロバイダーのみ

利用できます。販売事業

者がカスタマイズしてイ

ンテグレーションする場

合は提供しません。この

リクエストパラメータに

は販売事業者の SellerId を

指定できません。 
 
販売事業者である場合は

PlatformId を入力してはい

けません。 
 

SellerOrderAttributes オプション SellerOrder 
Attributes 

OrderReference オブジェク

トの更に詳しい情報を提

示します。 
 

InheritShippingAddress オプション xs:boolean Id リクエストパラメータ

で指定されたオブジェク

トから配送先住所詳細を

引き継ぐか指定します。 
 
デフォルト：true 
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レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
AuthorizationDetails ステータス、売上請求金額などを含むオ

ーソリオブジェクトの詳細が含まれま

す。 
 
タイプ：AuthorizationDetails 
 

AmazonOrderReferenceId Order Reference の ID です。 
 
タイプ：xs:string 
 

サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAJKYFSJU7PEXAMPLE 
  &Action=AuthorizeOnBillingAgreement 
  &AmazonBillingAgreementId=C01-1234567-1234567 
  &AuthorizationAmount.Amount=10 
  &AuthorizationAmount.CurrencyCode=USD 
  &AuthorizationReferenceId=test_authorize_1 
  &InheritShippingAddress=true 
  &MWSAuthToken=amzn.mws.4ea38b7b-f563-7709-4bae-87aeaEXAMPLE 
  &SellerAuthorizationNote=For November Order 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SellerOrderAttributes.CustomInformation=Example Information 
  &SellerOrderAttributes.SellerOrderId=testSellerOrderId 
  &SellerOrderAttributes.StoreName=testStore 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2012-10-03T19%3A01%3A11Z 
  &TransactionTimeout=60 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=WlQ708aqyHXMkoUBk69Hjxj8qdh3aDcqpY71hVgEXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <AuthorizeOnBillingAgreementResponse 
    xmlns="https://mws.amazonservices.com/ 
          schema/OffAmazonPayments_Sandbox/2013-01-01"> 
  <AuthorizeOnBillingAgreementResult> 
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    <AuthorizationDetails> 
      <AmazonAuthorizationId>C01-1234567-1234567-
A006334</AmazonAuthorizationId> 
      <AuthorizationReferenceId>AuthReference4</AuthorizationReferenceId> 
      <SellerAuthorizationNote>ForNovemberOrder</SellerAuthorizationNote> 
      <AuthorizationAmount> 
        <Amount>20.00</Amount> 
        <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
      </AuthorizationAmount> 
      <CapturedAmount> 
        <Amount>0</Amount> 
        <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
      </CapturedAmount> 
      <AuthorizationFee> 
         <Amount>0.00</Amount> 
        <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
      </AuthorizationFee> 
  <SoftDecline>true</SoftDecline> 
  <AuthorizationStatus> 
        <LastUpdateTimestamp>2013-12-05T00:21:19Z</LastUpdateTimestamp> 
        <State>Pending</State> 
      </AuthorizationStatus> 
      <CreationTimestamp>2013-12-01T00:21:19Z</CreationTimestamp> 
      <ExpirationTimestamp>2014-01-01T00:21:19Z</ExpirationTimestamp> 
      <CaptureNow>false</CaptureNow> 
    </AuthorizationDetails> 
  <AmazonOrderReferenceId>S01-1234569-1234568</AmazonOrderReferenceId> 
  </AuthorizeOnBillingAgreementResult> 
  <ResponseMetadata> 
    <RequestId>2649e9a4-9a1e-4097-8ce5-bcbc307e5eb8</RequestId> 
  </ResponseMetadata> 
  </AuthorizeOnBillingAgreementResponse> 
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CloseBillingAgreement 

購入者の Billing Agreement を終了させるために承認し、この Billing Agreement から新し

い Order Reference またはオーソリを生成できないようにします。 

説明 

この Billing Agreement で新しい Order Reference やオーソリを生成する必要がなくな

り、Billing Agreement を終了したい場合は、以前に承認した Billing Agreement に対して

CloseBillingAgreement 処理を呼び出します。Billing Agreement 上にある全てのまだ Open
状態のオーソリは売上請求することができます。 
 
この処理の呼び出しに成功した後で、Billing Agreement は Closed 状態に遷移します。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonBillingAgreementId 必須 xs:string Billing Agreement の ID で

す。 
この値は購入者が Amazon
によって認証に成功した

後に Amazon ボタン、ア

ドレス帳、お支払い方法

ウィジェットから取得さ

れます。 
 

ClosureReason オプション xs:string Billing Agreement を Close
にした理由を指定しま

す。 
 
最大：1024 文字 
 

レスポンス要素 

この処理は、標準レスポンス要素のみ返します。 

サンプル 
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呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAJKYFSJU7PEXAMPLE 
  &Action=CloseBillingAgreement 
  &AmazonBillingAgreementId=C01-8824045-7416542 
  &ClosureReason=Closing%20OR%20for%20Test 
  &MWSAuthToken=amzn.mws.4ea38b7b-f563-7709-4bae-87aeaEXAMPLE 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2013-12-11T12%3A32%3A42.000Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=yrpMpoDfGLu567t611z27v4yJ8SURIVMKcy26sJEXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <CloseBillingAgreementResponse 
    xmlns="https://mws.amazonservices.com/ 
          schema/OffAmazonPayments_Sandbox/2013-01-01"> 
  <ResponseMetadata> 
    <RequestId>2649e9a4-9a1e-4097-8ce5-bcbc307e5eb8</RequestId> 
  </ResponseMetadata> 
  </CloseBillingAgreementResponse> 
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ConfirmBillingAgreement 

制約が無く、全ての必須情報がセットされた Billing Agreement を承認します。 

説明 

制約が無く、全ての必須情報がセットされた Billing Agreement を承認するために

ConfirmBillingAgreement 処理を呼び出します。ConfirmBillingAgreement 呼び出しが成功

した場合は、Billing Agreement は Open 状態に遷移します。 
 
承認された後では Billing Agreement を変更することができません。しかしながら、購入

者は Billing Agreement に関連した配送先住所と支払方法を更新することはできます。 
 
AuthorizeOnBillingAgreement リクエストは、Billing Agreement が Open 状態の場合での

み許可されます。Billing Agreement が Open 状態であれば、CreateOrderReferenceForId 処

理を呼び出すことで複数の Order Reference を生成することができます。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonBillingAgreementId 必須 xs:string Billing Agreement の ID で

す。 
この値は購入者が Amazon
によって認証に成功した

後に Amazon ボタン、ア

ドレス帳、お支払い方法

ウィジェットから取得さ

れます。 
 

レスポンス要素 

この処理は、標準レスポンス要素のみ返します。 

サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
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  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAJKYFSJU7PEXAMPLE 
  &Action=ConfirmBillingAgreement 
  &AmazonBillingAgreementId=C01-8824045-7416542 
  &MWSAuthToken=amzn.mws.4ea38b7b-f563-7709-4bae-87aeaEXAMPLE 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2013-12-11T11%3A37%3A19.000Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=ET6V00R4fr2inSDky4olLrlS1XrQfdrV9Bj%2BiWeEXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <ConfirmBillingAgreementResponse 
    xmlns="https://mws.amazonservices.com/ 
          schema/OffAmazonPayments_Sandbox/2013-01-01"> 
  <ResponseMetadata> 
    <RequestId>2649e9a4-9a1e-4097-8ce5-bcbc307e5eb8</RequestId> 
  </ResponseMetadata> 
  </ConfirmBillingAgreementResponse> 
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GetBillingAgreementDetails 

Billing Agreement オブジェクトの詳細と現在の状態を返します。 

説明 

GetBillingAgreementDetails 処理は、Billing Agreement オブジェクトの詳細と現在の状態

を返します。Billing Agreement オブジェクトは次の情報を提供します。 
 
• 購入者 
• 説明 
• 説明（オプション） 
• 販売事業者の Billing Agreement 詳細（オプション） 
• 制約のリスト（オプション） 

本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 20 であり、回復レートは 1 秒

間に 2 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 5 であり、回復レー

トは 1 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonBillingAgreementId 必須 xs:string Billing Agreement の ID で

す。 
この値は購入者が Amazon
によって認証に成功した

後に Amazon ボタン、ア

ドレス帳、お支払い方法

ウィジェットから取得さ

れます。 
 

AccessConsentToken オプション xs:string 購入者住所への同意トー

クンです。完全な住所を

Billing Agreement を認証す

る前に取得したい場合

は、有効な

AddressConsentToken を

提供しなければなりませ

ん。それ以外の場合は、

Billing Agreement を承認す

る前では、都道府県、郵
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便番号のみ受け取りま

す。 
 
この値は、Amazon によっ

て認証に成功した後で

Amazon ボタンウィジェッ

トから取得されます。 
 

レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
BillingAgreementDetails Billing Agreement オブジェクトの詳細と

現在の状態が含まれます。 
 
タイプ：BillingAgreementDetails 
 

サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
   
  AWSAccessKeyId=AKIAJKYFSJU7PEXAMPLE 
  &Action=GetBillingAgreementDetails 
  &AmazonBillingAgreementId=C01-8824045-7416542 
  &MWSAuthToken=amzn.mws.4ea38b7b-f563-7709-4bae-87aeaEXAMPLE 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2013-12-11T10%3A38%3A44.000Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=gP11oEBaaiQdASWsLDyid18Wn%2BB%2FKZQQtKgpHCtEXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <GetBillingAgreementDetailsResponse 
    xmlns="https://mws.amazonservices.com/ 
          schema/OffAmazonPayments_Sandbox/2013-01-01"> 
  <GetBillingAgreementDetailsResult> 
    <BillingAgreementDetails> 
      <AmazonBillingAgreementId>C01-8824045-
7416542</AmazonBillingAgreementId> 
      <Constraints> 
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        <ConstraintID>BuyerConsentNotSet</ConstraintID> 
        <Description> 
          Buyer has not given consent for this Billing Agreement. 
        </Description> 
      </Constraints> 
      <CreationTimestamp>2013-12-05T00:21:19Z</CreationTimestamp> 
      <Destination> 
        <DestinationType>Physical</DestinationType> 
        <PhysicalDestination> 
          <City>Seattle</City> 
          <CountryCode>US</CountryCode> 
          <PostalCode>98104</PostalCode> 
          <StateOrRegion>WA</StateOrRegion> 
        </PhysicalDestination> 
      </Destination> 
       <BillingAgreementLimits> 
        <AmountLimitPerTimePeriod> 
          <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
          <Amount>500</Amount> 
        </AmountLimitPerTimePeriod> 
        <TimePeriodStartDate>2013-12-01T00:00:00Z</TimePeriodStartDate> 
        <TimePeriodEndDate>2014-01-01T00:00:00Z</TimePeriodEndDate> 
        <CurrentRemainingBalance> 
          <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
          <Amount>94.50</Amount> 
        </CurrentRemainingBalance> 
      </BillingAgreementLimits> 
      <BillingAgreementStatus> 
        <State>Draft</State> 
      </BillingAgreementStatus> 
      <ReleaseEnvironment>Sandbox</ReleaseEnvironment> 
    </BillingAgreementDetails> 
  </GetBillingAgreementDetailsResult> 
  <ResponseMetadata> 
    <RequestId>4a08624e-fffa-4fe7-bc19-ef9330c42f6a</RequestId> 
  </ResponseMetadata> 
  </GetBillingAgreementDetailsResponse> 
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SetBillingAgreementDetails 

Billing Agreement の説明とその他の販売事業者の情報などの詳細を Billing Agreement に
セットします。 

説明 

Billing Agreement の説明とその他の販売事業者の情報などの詳細を Billing Agreement に
指定するために SetBillingAgreementDetails 処理を呼び出します。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonBillingAgreementId 必須 xs:string Billing Agreement の ID で

す。 
この値は購入者が

Amazon によって認証に

成功した後に Amazon ボ

タン、アドレス帳、お支

払い方法ウィジェットか

ら取得されます。 
 

BillingAgreementAttributes 必須 BillingAgreement 
Attributes 

販売事業者が指定する

BillingAgreement の属性

です。 
 

レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
BillingAgreementDetails Billing Agreement オブジェクトの詳細と

現在の状態が含まれます。 
 
タイプ：BillingAgreementDetails 
 

サンプル 
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呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAJKYFSJU7PEXAMPLE 
  &Action=SetBillingAgreementDetails 
  &AmazonBillingAgreementId=C01-8824045-7416542 
  &BillingAgreementAttributes.PlatformId=PLATFORM_ID_HERE 
  &BillingAgreementAttributes.SellerNote=APPROVE%20LITE%20APPROVE%20HEAVY 
  &BillingAgreementAttributes.SellerBillingAgreementAttributes 
    .CustomInformation=Example%20Customer%20Info 
  &BillingAgreementAttributes.SellerBillingAgreementAttributes 
    .StoreName=Test%20Store%20Name 
  &MWSAuthToken=amzn.mws.4ea38b7b-f563-7709-4bae-87aeaEXAMPLE 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2013-12-11T10%3A57%3A18.000Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=Z0ZVgWu0ICF4FLxt1mTjyK%2BjdYG6Kmm8JxLTfsQEXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <SetBillingAgreementDetailsResponse 
    xmlns="https://mws.amazonservices.com/ 
          schema/OffAmazonPayments_Sandbox/2013-01-01"> 
  <SetBillingAgreementDetailsResult> 
    <BillingAgreementDetails> 
      <AmazonBillingAgreementId>C01-8824045-
7416542</AmazonBillingAgreementId> 
      <CreationTimestamp>2013-12-05T00:21:19Z</CreationTimestamp> 
      <Destination> 
        <DestinationType>Physical</DestinationType> 
        <PhysicalDestination> 
          <City>Seattle</City> 
          <CountryCode>US</CountryCode> 
          <PostalCode>98104</PostalCode> 
          <StateOrRegion>WA</StateOrRegion> 
        </PhysicalDestination> 
      </Destination> 
      <BillingAgreementConsent>true</BillingAgreementConsent> 
      <BillingAgreementStatus> 
        <State>Draft</State> 
      </BillingAgreementStatus> 
      <BillingAgreementLimits> 
        <AmountLimitPerTimePeriod> 
          <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
          <Amount>500</Amount> 
        </AmountLimitPerTimePeriod> 
        <TimePeriodStartDate>2013-12-01T00:00:00Z</TimePeriodStartDate> 
        <TimePeriodEndDate>2013-12-23T23:59:59Z</TimePeriodEndDate> 
        <CurrentRemainingBalance> 
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          <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> 
          <Amount>94.50</Amount> 
        </CurrentRemainingBalance> 
      </BillingAgreementLimits> 
      <ReleaseEnvironment>Sandbox</ReleaseEnvironment> 
      <SellerNote>APPROVE  LITE APPROVE HEAVY</SellerNote> 
      <SellerBillingAgreementAttributes> 
        <CustomInformation>Example Customer Info</CustomInformation> 
        <StoreName>Test Store Name</StoreName> 
      </SellerBillingAgreementAttributes> 
    </BillingAgreementDetails> 
  </SetBillingAgreementDetailsResult> 
  <ResponseMetadata> 
    <RequestId>bab23c81-f7c9-4d1a-b76b-fbcec07e47f5</RequestId> 
  </ResponseMetadata> 
  </SetBillingAgreementDetailsResponse> 
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ValidateBillingAgreement 

Billing Agreement オブジェクトのステータスと関連された支払方法を確認します。 

説明 

Billing Agreement が Open 状態に遷移した（ConfirmBillingAgreement 処理の呼び出しに

成功した）場合に ValidateBillingAgreement 処理を呼び出します。この処理は Billing 
Agreement のステータスを確認し、関連した支払方法について確認します。 
 
本番環境では、この処理の最大リクエストクォーターは 10 であり、回復レートは 1 秒

間に 1 回です。SANDBOX 環境では、最大リクエストクォーターは 2 であり、回復レー

トは 2 秒間に 1 回です。 

リクエストパラメータ 

パラメータ名 必須 タイプ 説明 
AmazonBillingAgreementId 必須 xs:string Billing Agreement の ID で

す。 
この値は購入者が

Amazon によって認証に

成功した後に Amazon ボ

タン、アドレス帳、お支

払い方法ウィジェットか

ら取得されます。 
 

レスポンス要素 

パラメータ名 説明 
ValidationResult 許可されている値： 

• Success – 確認が成功したことを意味しま

す。 
• Faiure – 確認に失敗したことを意味しま

す。 

 
タイプ：xs:string 
 

FaiureReasonCode ValidationResult が失敗した理由を説明し

ます。 
 
許可されている値： 
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• InvalidPaymentMethod – Blling Agreement

に関連している支払方法が無効です。 
• ValidationTimeOut – 確認がタイムアウト

であるか、完了できませんでした。 

 
ValidationResult が失敗した場合のみ返さ

れます。 
 
タイプ：xs:string 
 

BillingAgreementStatus Billing Agreement の現在のステータスを

表します。 
 
タイプ：BillingAgreementStatus 
 

サンプル 

呼び出しリクエストのサンプル 
  POST /OffAmazonPayments/2013-01-01 HTTP/1.1 
  Content-Type: x-www-form-urlencoded 
  Host: mws.amazonservices.com 
  User-Agent: <Your User Agent Header> 
 
  AWSAccessKeyId=AKIAJKYFSJU7PEXAMPLE 
  &Action=ValidateBillingAgreement 
  &AmazonBillingAgreementId=C01-8824045-7416542 
  &MWSAuthToken=amzn.mws.4ea38b7b-f563-7709-4bae-87aeaEXAMPLE 
  &SellerId=YOUR_SELLER_ID_HERE 
  &SignatureMethod=HmacSHA256 
  &SignatureVersion=2 
  &Timestamp=2013-12-11T10%3A38%3A44.000Z 
  &Version=2013-01-01 
  &Signature=gP11oEBaaiQdASWsLDyid18Wn%2BB%2FKZQQtKgpHCtEXAMPLE 
 

レスポンスのサンプル 
  <ValidateBillingAgreementResponse 
    xmlns="https://mws.amazonservices.com/ 
          schema/OffAmazonPayments_Sandbox/2013-01-01"> 
  <ValidateBillingAgreementResult> 
    <ValidationResult>Failure</ValidationResult> 
    <FailureReasonCode>InvalidPaymentMethod</FailureReasonCode> 
    <BillingAgreementStatus> 
      <LastUpdateTimestamp>2013-12-05T00:21:19Z</LastUpdateTimestamp> 
      <State>Suspended</State> 
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      <ReasonCode>InvalidPaymentMethod</ReasonCode> 
      <ReasonDescription>Payment method is not valid.</ReasonDescription> 
    </BillingAgreementStatus> 
  </ValidateBillingAgreementResult> 
  <ResponseMetadata> 
    <RequestId>f42df4b1-8047-11df-8d5c-bf56a38ef3b4</RequestId> 
  </ResponseMetadata> 
  </ValidateBillingAgreementResponse> 
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Amazon Pay データタイプ 

Address 

郵便住所の情報 
 
要素名 必須 タイプ 説明 
Name 必須 xs:string 名前または会社名 

最大：50 文字 
 

AddressLine1 少なくとも

どれか１つ

は必須 

xs:string 住所ライン 1 
最大：180 文字 
 

AddressLine2 xs:string 住所ライン 2 
最大：60 文字 
 

AddressLine3 xs:string 住所ライン 3 
最大：60 文字 
日本では会社名として利用 
 

City 必須 xs:string 市区町村 
最大：50 文字 
日本では利用できません。 
 

Country オプション xs:string 国 
最大：50 文字 
日本では利用できません。 
 

District オプション xs:string 地域 
最大：50 文字 
日本では利用できません。 
 

StateOrRegion 必須 xs:string 州または行政区 
最大：50 文字 
日本では都道府県名として利用 
 

PostalCode 必須 xs:string 郵便番号 
最大：20 文字 
 

CountryCode 必須 xs:string 国コード（ISO3166 形式） 
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Phone オプション xs:string 電話番号 
 

 

AuthorizationDetails 

オーソリオブジェクトの詳細とステータス、売上請求金額を含みます。 
 
要素名 タイプ 説明 
AmazonAutorizationId xs:string Amazon が生成したこのオーソリトランザ

クションの ID 
 

AuthorizaitonReferenceId xs:string 販売事業者が指定するこのオーソリトラン

ザクションの ID 
最大：32 文字 
 

SellerAuthorizationNote xs:string 購入者へのメールに表示されるオーソリト

ランザクションの説明 
 

AuthorizationAmount price オーソリされる金額 
 

CaptureAmount price このオーソリで売上請求された合計金額 
 

AuthorizationFee price このオーソリで Amazon によって請求され

た手数料 
 

IdList List of  type: 
xs:string 

このオーソリオブジェクトにリクエストさ

れた AmazonCaptureId の ID リスト 
 

CreattionTimestamp xs:dateTime オーソリが生成された日時 
ISO8601 形式 
 

ExpirationTimestamp xs:dateTime オーソリに対して売上請求をリクエストす

ることができるオーソリの有効期限 
 
ISO8601 形式 
 

AuthorizationStatus Status オーソリの現在のステータス 
 
注意：非同期モードでは、Authorize 処理は

常に Pending 状態を返します。オーソリは

Amazon が処理するまでこの状態を維持し
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ます。処理時間は様々であり、1 分かそれ

以上になることがあります。処理が完了し

た後で、Amazon は最終処理ステータスを

通知します。 
 
レスポンス要素の状態と理由コードの詳し

い情報は、オーソリ状態と理由コードを参

照してください。 
 

SofrDecline xs:Boolean オーソリの結果が Soft Decline かどうかを

表します。true の場合は、Billing Agreement
または Order Reference で他のオーソリを行

うか再確認してください。 
 

• true – オーソリは Soft Decline が返さ

れ、再度実行した場合は成功するかも

しれません。 
• false – オーソリは Hard Decline であり、

購入者に支払方法を更新するように案

内してください。 

デフォルト：false 
 

CaptureNow xs:Boolean Order Reference に対してすぐに売上請求す

るのか指定します。売上請求された金額は

次の支払サイクルで販売事業者のアカウン

トに支払われます。 
 

• true – 指定された金額がすぐに売上請求

されました。Capture 処理を呼び出す必

要はありません。 
• false – このオーソリの指定された金額

は売上請求するためには、Capture 処理

を呼び出さないといけません。 

 
デフォルト：false 
 

SoftDescriptor xs:string CaptureNow が ture の場合に購入者の支払

明細に表示される内容を指定します。 
最大：16 文字 
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BillingAgreementAttributes 

販売事業者が指定できる Billing Agreement オブジェクトの属性です。 
注意：少なくとも１つのリクエストパラメータは指定しなければなりません。 
 
要素名 タイプ 説明 
PlatformId xs:string EC サイトプラットフォーム

を構築するソリューションプ

ロバイダーの SellerId を指定

します。 
 
必要な場合のみソリューショ

ンプロバイダーのみ利用でき

ます。販売事業者がカスタマ

イズしてインテグレーション

する場合は提供しません。こ

のリクエストパラメータには

販売事業者の SellerId を指定

できません。 
 
販売事業者である場合は

PlatformId を入力してはいけ

ません。 
 

SellerNote xs:string 購入者へのメールに表示され

る Billing Agreement の説明 
 
最大：1024 文字 
 

SellerBillingAgreementAttributes SellerBilling 
AgreementAttributes 

この Billing Agreement の更に

詳しい情報を提供します。 
 

 

BillingAgreementDetails 

Billing Agreement オブジェクトの詳細と現在の状態です。 
 
要素名 タイプ 説明 
AmazonBillingAgreementId xs:string この値は Amazon のボタン、

アドレス帳、お支払方法ウィ

ジェットから返されます。 
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BillingAgreementLimits BillingAgreement 

Limits 
指定された期間に購入者へ請

求できる合計金額を表しま

す。 
 

Buyer Buyer 購入者についての詳細を提供

します。この情報は Billing 
Agreement を承認した後での

み返されます。 
 

SellerNote xs:string 購入者へのメールと Amazon 
Payの Web サイトに表示され

る Billing Agreement の説明を

表します。このレスポンス要

素は、

SetBillingAgreementDetails 処
理呼び出しでセットしなかっ

た場合は返されません。 
 

PlatformId xs:string 開発されたプラットフォーム

としてのソリューションプロ

バイダーの SellerId を表しま

す。 
 

Destination Destination アドレス帳ウィジェットを経

由した購入者が選択した住所

を表します。 
 
完全な購入者情報は、Billing 
Agreement を承認した後か、

GetBillingAgreementDetails 処
理に有効な

AddressConsentToken を指定

したときのみ返されます。そ

れまでは、都道府県、郵便番

号要素のみ返されます。 
 

ReleaseEnvironment xs:string Live（本番環境）か Sandbox
（テスト環境）を返します。 
 

SellerBillingAgreementAttributes SellerBilling 
AgreementAttributes 

この Billing Agreement オブジ

ェクトについての詳しい情報
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を提供します。このレスポン

ス要素は、

SetBillingAgreementDetails 処
理呼び出しでセットしなかっ

た場合は返されません。 
 

BillingAgreementStatus BillingAgreement 
Status 

Billing Agreement の現在のス

テータスを表します。 
状態と理由コードレスポンス

要素についての詳しい情報

は、Billing Agreement 状態と

理由コードを参照してくださ

い。 
 

Constraints Constraint 間違いまたはエラー情報を表

す制約のリストです。制約が

あることは Billing Agreement
を承認する状態ではなく、支

払処理を利用することができ

ません。 
 
詳しい情報は Billing 
Agreement 制約を確認してく

ださい。 
 

CreationTimestamp xs:dateTime Billing Agreement が生成され

た日時（UTC）です。

ISO8601 形式 
 

BillingAgreementConsent xs:boolean Billing Agreement の現在の購

入者同意の状態を表します。 
 

 

BillingAgreementLimits 

与えられた期間で購入者に請求できる合計金額を表します。 
 
要素名 タイプ 説明 
AmountLimitPerTimePeriod Price TimePeriodStartDate と

TimePeriodEndDate で定義された期
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間内で Billing Agreement が請求でき

る最大金額です。 
 

TimePeriodStartDate xs:dateTime AmountLimitPerTimePeriod の開始

日付です。 
 

TimePeriodEndDate xs:dateTime AmountLimitPerTimePeriod の終了

日付です。 
 

CurrentRemainingBalance Price 現在の期間内で売上請求できる残高

です。 
 

 

BillingAgreementStatus 

Billing Agreement オブジェクトの現在のステータスを表します。 
 
要素名 タイプ 説明 
State xs:string Billing Agreement オブジェクトの状

態を表します。詳しい情報は Billing 
Agreement 状態と理由コードを参照

してください。 
 

LastUpdatedTimestamp xs:dateTime Billing Agreement 状態が最後に更新

された時のタイムスタンプです。

ISO8601 形式です。Order Reference
が Draft 状態の場合はオプションで

す。 
 

ReasonCode xs:string Billing Agreement が Draft 状態の場合

はオプションです。詳しい情報は

Billing Agreement 状態と理由コード

を参照してください。 
 

ReasonDescription xs:string Billing Agreement ステータスの説明

オプションです。 
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Buyer 

購入者の名前、メールアドレス、電話番号です。 
 
要素名 必須 タイプ 説明 
Name 必須 xs:string 購入者の名前 
Email 必須 xs:string 購入者のメールアドレス 
Phone オプション xs:string 購入者の電話番号 

 

CaptureDetails 

売上請求オブジェクトの詳細と現在の状態です。 
 
要素名 タイプ 説明 
AmazonCaptureId xs:string Amazon が生成したこの売上請求の

ID です。 
 

CaptureReferenceId xs:string 販売事業者が指定するこの売上請求

の ID です。 
最大：32 文字 
 

SellerCaptureNote xs:string 購入者のメールに表示される売上請

求の説明です。 
 

CaptureAmount Price 売上請求される金額 
 

RefundAmount Price この売上請求で返金された合計金額 
 

CaptureFee Price この売上請求での Amazon の手数料 
 

IdList xs:string この売上請求オブジェクトでリクエ

ストされた AmazonRefundId のリス

トです。 
 

CreationTimestamp xs:dateTime 売上請求された日時 
ISO8601 形式 
 

CaptureStatus Status 売上請求の現在の状態を表します。 
状態を理由コードレスポンス用紙に

ついての詳しい情報は、売上請求の
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状態を理由コードを参照してくださ

い。 
 

SoftDescriptor xs:string 購入者の支払明細に表示される説明

です。 
最大：16 文字 
 

 

Constraint 

Billing Agreement または Order Reference オブジェクトの間違いまたはエラー情報を表し

ます。 
 
要素名 タイプ 説明 
ConstraintId xs:string 制約の ID です。詳しい情報は、

Billing Agreement の制約、または、

Order Reference の制約を参照してく

ださい。 
 

Description xs:string 制約の説明です。詳しい情報は、

Billing Agreement の制約、または、

Order Reference の制約を参照してく

ださい。 
 

 

Destination 

購入者がアドレス帳ウィジェット経由で選択した住所を表します。 
 
要素名 タイプ 説明 
DestinationType xs:string 許可されている値は、Physical で

す。 
 

PhysicalDestination Address お届け先の住所 
 

 

OrderReferenceAttributes 

販売事業者指定する Order Reference オブジェクトの属性です。 



 
Amazon Pay API Reference Guide  –  version 2.1.0 JP 76 

 

 

 
要素名 必須 タイプ 説明 
OrderTotal 必須 OrderTotal この Order Reference で提示された

注文合計金額です。 
 

PlatformId オプション xs:string EC サイトプラットフォームを構

築するソリューションプロバイダ

ーの SellerId を指定します。 
 
必要な場合のみソリューションプ

ロバイダーのみ利用できます。販

売事業者がカスタマイズしてイン

テグレーションする場合は提供し

ません。このリクエストパラメー

タには販売事業者の SellerId を指

定できません。 
 
販売事業者である場合は

PlatformId を入力してはいけませ

ん。 
 

SellerNote オプション xs:string 購入者のメールに表示される注文

の説明です。 
最大：1024 文字 
 

SellerOrderAttributes オプション SellerOrder 
Attributes 

OrderReference オブジェクトを更

に詳しい情報を提示します。 
 

 

OrderReferenceDetails 

Order Reference オブジェクトの詳細と現在の状態です。 
 
要素名 タイプ 説明 
AmazonOrderReferenceId xs:string Amazon ボタンウィジェットか

ら返された Order Reference の
ID 
 

Buyer Buyer 購入者についての詳細を提供し

ます。この情報は Order 
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Reference を承認した後でのみ返

されます。 
 

OrderTotal OrderTotal この Order Reference オブジェク

トで合計金額を表します。この

レスポンス要素は、

SetBillingAgreementDetails 処理

呼び出しでセットしなかった場

合は返されません。 
 

SellerNote xs:string 購入者へのメールに表示される

注文の説明を表します。このレ

スポンス要素は、

SetBillingAgreementDetails 処理

呼び出しでセットしなかった場

合は返されません。 
最大：1024 文字 
 

PlatformId xs:string 開発されたプラットフォームと

してのソリューションプロバイ

ダーの SellerId を表します。こ

のレスポンス要素は、

SetBillingAgreementDetails 処理

呼び出しでセットしなかった場

合は返されません。 
 

Destination Destination アドレス帳ウィジェットを経由

して購入者が選択した住所を表

します。 
 
完全な購入者情報は、Order 
Reference を承認した後か、

GetBillingAgreementDetails 処理

に有効な AddressConsentToken
を指定したときのみ返されま

す。それまでは、都道府県、郵

便番号要素のみ返されます。 
 

ReleaseEnvironment xs:string Live（本番環境）か Sandbox
（テスト環境）を返します。 
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SellerOrderAttributes SellerOrderAttributes OrderReference オブジェクトを

更に詳しい情報を提示します。

このレスポンス要素は、

SetBillingAgreementDetails 処理

呼び出しでセットしなかった場

合は返されません。 
 

OrderReferenceStatus OrderReferenceStatus Order Reference の現在のステー

タスを表します。 
状態と理由コードのレスポンス

要素の詳しい情報は、Order 
Reference の状態と理由コードを

参照してください。 
 

Constraints Constraints 間違いまたは正しくないエラー

情報を表す制約のリストです。

制約があることは Order 
Reference を承認する状態ではな

く、支払処理を利用することが

できません。 
 
詳しい情報は Order Reference 制
約を確認してください。 
 

CreationTimestamp xs:dateTime Order Reference が生成された日

時（UTC）です。ISO8601 形式 
 

ExpirationTimestamp xs:dateTime Order Reference の有効期限の日

時（UTC）であり、これ以上の

日時ではオーソリリクエストす

ることができません。ISO8601
形式です。 
 
注意：Order Reference は承認さ

れてから 180 日間が期限です。

生成されてから 3 時間以内に承

認しなければ、Amazon によっ

てキャンセルされます。 
 

IdList xs:string この Order Reference オブジェク

トにリクエストされた
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AmazonAuthorizationId のリス

トです。 
この Order Reference でオーソリ

のリクエストをしていない場合

は、このリストは空です。 
 

 

OrderReferenceStatus 

Order Reference オブジェクトの現在の状態です。 
 
要素名 タイプ 説明 
state xs:string Order Reference オブジェクトの状態

を表します。詳しい情報は、Order 
Reference 状態と理由コードを参照し

てください。 
 

LastUpdateTimestamp xs:dateTime Order Reference 状態が最後に更新さ

れた日時のタイムスタンプです。

ISO8601 形式です。Order Reference
が Draft 状態の場合はオプションで

す。 
 

ReasonCode xs:string Order Reference が Draft 状態の場合は

オプションです。詳しい情報は

Order Reference 状態と理由コードを

参照してください。 
 

ReasonDescription xs:string Order Reference 状態のオプション説

明です。 
 

 

OrderTotal 

Order Reference オブジェクトでの注文合計金額です。 
 
要素名 必須 タイプ 説明 
CurrencyCode 必須 xs:string ISO4217 形式の通貨コードです。 

 
Amount 必須 xs:string 現在の通貨の金額 
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Price 

通貨タイプと金額です。 
 
要素名 必須 タイプ 説明 
Amount 必須 xs:string 現在の通貨の金額。通貨コードで

指定された数値に準じる必要があ

ります。ピリオドは小数点として

のみ利用可能です。 
 
最小：1 文字 
 

CurrecyCode 必須 xs:string ISO4217 形式の通貨コードです。 
 

 

RefundDetails 

返金オブジェクトの詳細と現在の状態です。 
 
要素名 タイプ 説明 
AmazonRefundId xs:string Amazon が生成したこの返金トラン

ザクションの ID です。 
 

RefundReferenceId xs:string 販売事業者によって指定されたこの

返金トランザクションの ID です。 
最大：32 文字 
 

SellerRefundNote xs:string 購入者のメールに表示される返金の

説明です。 
最大：255 文字 
 

RefundType xs:string 返金タイプを表します。許可されて

いる値は SellerInitiated です。 
 

RefundAmount Price リクエストされた返金額です。 
 

FeeRefunded Price 返金で請求される手数料です。 
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CreationTimestamp xs:dateTime 返金が生成された日時です。

ISO8601 形式です。 
 

RefundStatus Status 返金リクエストの状態を表します。 
注意：Refund 処理は常に Pending 状

態を返します。返金オブジェクトは

Amazon が処理するまでこの状態の

ままです。返金処理時間は様々で数

時間掛かる場合があります。処理が

完了した後で、Amazon は最終処理

状態を通知します。 
 
状態と理由コードのレスポンス要素

についての詳しい情報は、返金状態

と理由コードを参照してください。 
 

SoftDescriptor xs:string 購入者の支払明細に表示される説明

です。 
 
最大：16 文字 
 

 

SellerBillingAgreementAttributes 

Billing Agreement オブジェクトの詳しい情報を提供します。少なくともどれか１つは指

定しなければなりません。 
 
要素名 タイプ 説明 
SellerBillingAgreementId xs:string 販売事業者が指定する Billing 

Agreement の ID です。 
 
Amazon は以下の文字のみ利用する

ことを推奨します。 
 
• 小文字の英字 
• 大文字の英字 
• 数字 
• ハイフン（ダッシュ） 
• アンダースコア 
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StoreName xs:string Order Reference が生成された店舗名

です。これは、セラーセントラルの

設定→出品用アカウント情報の値を

上書きします。この値は購入者のメ

ールと Amazon Pay Web サイトのト

ランザクション履歴に表示されま

す。 
 

CustomInformation xs:string この Billing Agreement に含めたい追

加情報です。 
 

 

SellerOrderAttributes 

Order Reference オブジェクトの詳しい情報を提供します。少なくともどれか１つは指定

しなければなりません。 
 
要素名 タイプ 説明 
SellerOrderId xs:string 販売事業者が指定するこの Order 

Reference の ID です。この値は購入

者のメールと Amazon Pay Web サイ

トのトランザクション履歴に表示さ

れます。 
 
Amazon は以下の文字のみ利用する

ことを推奨します。 
 
• 小文字の英字 
• 大文字の英字 
• 数字 
• ハイフン（ダッシュ） 
• アンダースコア 

 
StoreName xs:string 注文が生成された店舗名です。これ

は、セラーセントラルの設定→出品

用アカウント情報の値を上書きしま

す。この値は購入者のメールと

Amazon Pay Web サイトのトランザク

ション履歴に表示されます。 
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CustomInformation xs:string この Order Reference に含めたい追加

情報です。 
 

 

Status 

オーソリオブジェクト、売上請求オブジェクト、返金オブジェクトの現在のステータス

を表します。 
 
要素名 タイプ 説明 
state xs:string オーソリ、売上請求、返金オブジェ

クトの状態を表します。詳しい情報

は、オーソリ状態と理由コード、売

上請求状態と理由コード、返金状態

と理由コードを参照してください。 
 
許可されている値： 

• Pending 
• Open 
• Declined 
• Closed 
• Completed 

 
LastUpdateTimestamp xs:dateTime オーソリ、売上請求、返金状態が最

後に更新された日時のタイムスタン

プです。ISO8601 形式です。 
 

ReasonCode xs:string オーソリ、売上請求、返金オブジェ

クトの現在の状態の理由です。詳し

い情報は、オーソリ状態と理由コー

ド、売上請求状態と理由コード、返

金状態と理由コードを参照してくだ

さい。 
 

ReasonDescription xs:string オーソリ、売上請求、返金オブジェ

クトのステータスのオプション説明

です。 
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Order Reference の制約 

Order Reference オブジェクトは、ConfirmOrderReference 処理を呼び出して Order 
Reference を承認した後で支払いのオーソリと売上請求のための基本です。Order 
Reference オブジェクトに制約が無い場合のみ ConfirmOrderReference 処理の呼び出しは

成功します。制約は Order Reference 情報に間違いや無効があるか重要なことを表しま

す。 
 
ConfirmOrderReference 処理を呼び出す前に制約を無くすために適切な処理を Order 
Reference に実施します。次の表は制約とその制約を無くすための適切な方法です。 
 
制約 ID 説明 適切な処理 
AmountNotSet Order Reference に金額を

セットしていません。 
SetOrderReferenceDetails 処
理を呼び出し、OrderTotal
リクエストパラメータに注

文金額を指定します。 
 

BuyerEqualsSeller このトランザクションで

は、購入者が販売事業者

にはなれません。 

適切な処理はありません。

販売事業者自身が注文する

ことはできません。 
 

PaymentMethodNotAllowed 購入者が選択した支払方

法は、この Order 
Reference では許可されて

いません。 
 

Amazon のお支払い方法ウ

ィジェットを表示し、購入

者に異なる支払方法を選択

するように要求します。 
 

PaymentPlanNotSet 購入者は Order Reference
を生成するための支払方

法がセットされていませ

ん。 
 

購入者が支払情報を入力す

るために Amazon のお支払

い方法ウィジェットを表示

します。 
 

ShippingAddressNotSet 購入者は Amazon のアド

レス帳ウィジェットから

の配送先住所が選択され

ていません。 
 

購入者が配送先情報を入力

するために Amazon のアド

レス帳ウィジェットを表示

します。 
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Billing Agreement の制約 

Billing Agreement オブジェクトは、ConfirmBillingAgreement 処理を呼び出して承認した

後で、CreateOrderReferenceForId 処理、または、AuthorizeOnBillingAgreement 処理を呼

び出して Order Reference を生成します。Billing Agreement オブジェクトに制約が無い場

合のみ ConfirmBillingAgreement 処理の呼び出しは成功します。制約は Billing Agreement
情報に間違いや無効があるか重要なことを表します。 
 
ConfirmBillingAgreement 処理を呼び出す前に制約を無くすために適切な処理を Billing 
Agreement に実施します。次の表は制約とその制約を無くすための適切な方法です。 
 
制約 ID 説明 適切な処理 
BuyerConsentNotSet 購入者はこの Billing 

Agreement に対して同意

していません。 
 

購入者に同意を得るために

Amazon の同意ウィジェッ

トを表示します。 
 

BuyerEqualsSeller このトランザクションで

は、購入者が販売事業者

にはなれません。 

適切な処理はありません。

販売事業者自身が注文する

ことはできません。 
 

PaymentPlanNotSet 購入者は Billing 
Agreement を生成するた

めの支払方法がセットさ

れていません。 
 

購入者が支払情報を入力す

るために Amazon のお支払

い方法ウィジェットを表示

します。 
 

ShippingAddressNotSet 購入者は Amazon のアド

レス帳ウィジェットから

の配送先住所が選択され

ていません。 
 

購入者が配送先情報を入力

するために Amazon のアド

レス帳ウィジェットを表示

します。 
 

 
特定の制約は、Billing Agreement が承認された後で追加されます。このケースでは、

Billing Agreement は Suspended 状態に遷移します。この場合は下記の適切な処理を実施

して、CreateOrderReferenceForId または AuthorizeOnBillingAgreement 処理を呼び出す前

に ConfirmBillingAgreement 処理を BillingAgreement に対して再度実施して承認します。 
 
制約 ID 説明 適切な処理 
BillingAddressDeleted 購入者は Amazon アカウ

ントから選択された支払

い方法の請求先住所を削

除しました。 

Amazon Payの Web サイト

から請求先住所を更新する

か、異なる支払い方法を選
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 択するように購入者に要求

します。 
 

InvalidPaymentPlan 選択された支払い方法は

既に有効ではなく、利用

できません。 
 

Amazon Payの Web サイト

から異なる支払い方法を選

択するように購入者に要求

します。 
 

PaymentMethodDeleted 購入者は Amazon アカウ

ントから選択した支払い

方法を削除しました。 
 

Amazon Payの Web サイト

から異なる支払い方法を選

択するように購入者に要求

します。 
 

PaymentMethodExpired 選択された支払い方法が

期限切れです。 
 

Amazon Payの Web サイト

から有効期限を更新する

か、異なる支払い方法を選

択するように購入者に要求

します。 
 

PaymentMethodNotAllowed 購入者によって選択され

た支払い方法は、この

Billing Agreement で許可

されていません。 
 

Amazon Payの Web サイト

から異なる支払い方法を選

択するように購入者に要求

します。 
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状態と理由コード 

オーソリ状態と理由コード 

次の図はオーソリオブジェクトの状態遷移です。 
 
注意：以下の図の Pending 状態は、TransactionTimeout を 0 にして Authorize 処理を呼

び出した場合は存在しません。この場合の最初のレスポンスは Opne か Declined のどち

らかで受け取ります。 
 

 
 
次の表はそれぞれのオーソリ状態の詳細、許可されている処理、その状態になった理由

の説明です。 
 
状態 説明 許可されている処理 理由コード 
Pending 非同期モードでは、

全てのオーソリオブ

ジェクトは、

Authorize リクエス

ト後の 30 秒間は

Pending 状態です。 
同期モードでは、オ

ーソリオブジェクト

は Pending 状態にな

りません。 
 

GetAuthorizationDetails 
CloseAuthorization 

 

Open 非同期モードでは、

30 秒間の Pending 状

態の後に Open 状態

に遷移します。 
同期モードでは、オ

ーソリオブジェクト

GetAuthorizationDetails 
Capture 
CloseAuthorization 
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はすぐに Open 状態

に遷移します。 
 

Declined オーソリは Amazon
によって Declined に

なりました。 
 

GetAuthorizationDetails InvalidPaymentMethod 
支払方法に問題がありま

した。Soft Decline と Hard 
Decline を区別するために

SoftDecline を利用しま

す。Soft Decline の場合

は、追加のオーソリを試

みることができます。

Hard Decline の場合は、

購入者に連絡して、支払

方法の更新を依頼しま

す。 
 
AmazonRejected 
Amazon はオーソリを拒

否しました。Order 
Reference は自動的に

Closed になります。 
 
ProcessingFailure 
Amazon は内部処理エラ

ーのためにトランザクシ

ョンを処理できませんで

した。Order Reference が
Open 状態であれば、オ

ーソリをリトライするべ

きです。 
 
TransactionTimeOut 
非同期モードでは、デフ

ォルトのタイムアウトの

24 時間、または、

TransactionTimeout リク

エストパラメータで指定

したタイムアウト時間内

に Authorize 処理が完了し

ませんでした。同期モー

ドの場合は、Amazon が

13 秒以内にリクエストを
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処理できませんでした。

この理由コードによる

Decline が高い数値である

場合は、タイムアウト値

を調整した非同期モード

を検討してください。 
 

Closed オーソリは

CloseAuthorization 処

理の呼び出し、
CancelOrderReference
の呼び出し、また

は、Amazon によっ

て Closed になりま

した。 
 
Closed 状態のオーソ

リに対しては売上請

求をリクエストでき

ません。 
 
売上請求の一部が残

っている額は Order 
Reference でクレジ

ットバックされま

す。 
 

GetAuthorizationDetails ExpireUnused 
オーソリが 30 日間 Open
状態であり（SANDBOX
では 2 日間）、オーソリ

に対して売上請求してい

ませんでした。 
 
MaxCapturesProcessed 
オーソリの最大額まです

でに売上請求しました。

Amazon は１つのオーソ

リに１つの売上請求だけ

認めています。 
 
AmazonClosed 
Amazon は販売事業者の

アカウントの問題により

オーソリオブジェクトを

Closed にしました。 
 
OrderReferenceanceled 
Order Reference がキャン

セルされたのが原因で、

全ての Open のオーソリ

はキャンセルになりまし

た。
GetOrderReferenceDetails
処理を呼び出し、キャン

セル理由を取得するため

に ReasonCode レスポン

ス要素を確認できます。 
 
SellerClosed 
販売事業者が

CloseAuthorization 処理を
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利用して明示的に Closed
にしました。Closed にし

た理由を ClosureReason
リクエストパラメータに

指定できます。 
 
InvalidPaymentMethod 
販売事業者が、Declined
のオーソリを持つ

Suspended 状態の Order 
Reference を
CancelOrderReference 処理

を使ってキャンセルしま

した。Declined のオーソ

リの詳細は

GetAuthorizationDetails 処
理を利用することで得ら

れます。 
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Billing Agreement状態と理由コード 

次の図は Billing Agreement オブジェクトの状態遷移です。 
 

 
 
次の表はそれぞれのオーソリ状態の詳細、許可されている処理、その状態になった理由

の説明です。 
 
状態 説明 許可されている処理 理由コード 
Draft Billing Agreement

は
ConfitmBillingAgre
mennt 処理を呼び

出し承認する前の

Draft 状態です。 
 

CreateOrderReferenceForId 
GetBillingAgreementDetails 
SetBillingAgreementDetails 
ConfirmBillingAgreement 

 

Open Draft 状態の
Billing Agreement
オブジェクトは、
ConfirmBillingAgre
ement 処理を呼び

出し承認された後

に Open 状態に遷

移します。 
 
購入者が Amazon
のアドレス帳また

はお支払い方法ウ

ィジェットを利用

して、Billing 

CreateOrderReferenceForId 
GetBillingAgreementDetails 
ConfirmBillingAgreement 
ValidateBillingAgreement 
AuthorizeOnBillingAgreem
ent 
CloseBillingAgreement 
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Agreement オブジ

ェクトの住所と支

払方法を変更した

場合は、Billing 
Agreement オブジ

ェクトも承認しな

ければなりませ

ん。 
 
オーソリは Billing 
Agreement が Open
状態のみリクエス

トできます。 
 

Suspended Billing Agreement
オブジェクトは、

Amazon がオーソ

リ処理にて支払方

法に問題があった

場合は、

Suspended に遷移

します。Billing 
Agreement が
Suspended 状態の

場合は、新しい

Order Reference の
生成、または、新

しいオーソリのリ

クエストができま

せん。しかし、す

でに存在するオー

ソリの売上請求と

売上請求の返金は

可能です。 
 
Billing Agreement
オブジェクトが
InvalidPaymentMe
thod の理由コード

によって

Suspended に遷移

した場合は、購入

GetBillingAgreementDetails 
ConfirmBillingAgreement 
ValidateBillingAgreement 
CloseBillingAgreement 

InvalidPaymentMethod 
支払方法に問題がありま

す。 
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者にその他の支払

方法を要求してく

ださい。 
 

Canceled Billing Agreement
は、3 時間以内に
ConfirmBillingAgre
ement 処理を利用

して承認しなかっ

た場合は Amazon
によってキャンセ

ルになります。ま

たは、Amazon の

その他の理由でキ

ャンセルになりま

した。 
 
多くの Open のオ

ーソリと Order 
Reference はキャン

セルされ、新しい

支払処理は将来的

に許可されませ

ん。 
 

GetBillingAgreementDetails 
 

Stale 
許可された 3 時間以内に
ConfirmBillingAgreement
処理を呼び出さなかった

ために Billing Agreement
は承認されませんでし

た。 
 
AmazonCanceled 
Amazon は Billing 
Agreement をキャンセル

にしました。 

Closed Billing Agreement
は
CloseBillingAgreem
ent 処理の呼び出

しで Closed になる

か、Amazon によ

って Closed になり

ました。 
 
Billing Agreement
が Closed 状態で

は、新しい Order 
Reference、新しい

オーソリのリクエ

ストはできませ

ん。存在するオー

ソリの売上請求は

GetBillingAgreementDetails 
 

AmazonClosed 
Amazon は内部確認の失

敗により Billing 
Agreement を Closed にし

ました。 
 
SellerClosed 
販売事業者が

CloseBillingAgreement 処
理を呼び出して Billing 
Agreement を明示的に

Closed にしました。

Closed にした理由を
ClosedBillingAgreement
処理の ClosureReason リ

クエストパラメータに指

定できます。 
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許可されていま

す。 
 
売上請求の返金は

許可されていま

す。 
 

 
BuyerClosed 
購入者が Amazon Pay の

Web サイトから Billing 
Agreement を Closed にし

ました。 
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Capture 状態と理由コード 

次の図は売上請求（Capture）オブジェクトの状態遷移です。 
 

 
 
次の表はそれぞれのオーソリ状態の詳細、許可されている処理、その状態になった理由

の説明です。 
 
状態 説明 許可されている処理 理由コード 
Pending 売上請求オブジ

ェクトは、

Amazon が処理す

るまでは Pending
状態です。 
 

GetCaptureDetails  

Declined オーソリに対し

て 30 日間

（SANDBOX で

は 2 日間）以内に

売上請求をしな

ければなりませ

ん。 
 
売上請求が

Declined の場合

は、Order 
Reference が Open
状態であれば、

まだ新しいオー

ソリと売上請求

を要求できま

す。 
 

GetCaptureDetails AmazonRejected 
Amazon は売上請求を拒

否しました。オーソリが

Open 状態であれば、も

う一度売上請求を試みる

べきです。 
 
ProcessingFailure 
Amazon は内部処理エラ

ーでトランザクションを

処理できませんでした。

オーソリが Open 状態で

あれば、もう一度売上請

求を試みるべきです。他

の方法としては、新しい

オーソリを要求し、それ

から Capture を呼び出し

ます。 
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Completed 売上請求オブジ

ェクトは処理さ

れ、資金は次の

支払サイクルで

販売事業者のア

カウントに支払

われます。 
 

GetCaptureDetails 
Refund 

 

Closed 売上請求オブジ

ェクトが Closed
状態に遷移した

ときは、売上請

求に対して返金

リクエストはで

きません。 
 

GetCaptureDetails MaxAmountRefunded 
売上請求額に対して

15%か 8,400 円のどちら

か低い額まで加算した金

額まで返金しているか、

Amazon マーケットプレ

イス保証またはチャージ

バックが発生していま

す。 
 
MaxRefundsProcessed 
この売上請求オブジェク

トに対して既に 10 個の

返金を発行しています。 
 
AmazonClosed 
Amazon は販売事業者ま

たは購入者アカウントに

問題があった為に売上請

求を Closed にしまし

た。 
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Order Reference 状態と理由コード 

次の図は Order Reference オブジェクトの状態遷移です。 
 

 
 
次の表はそれぞれの Order Reference 状態の詳細、許可されている処理、その状態にな

った理由の説明です。 
 
状態 説明 許可されている処理 理由コード 
Draft Order Reference オ

ブジェクトは、
ConfirmOrderRefer
ence 処理の呼び

出しで承認され

る前は Draft 状態

です。 
 

GetOrderReferenceDetails 
SetOrderReferenceDetails 
ConfirmOrderReference 

 

Open Order Reference オ
ブジェクトは、
ConfirmOrderRefer
ence 処理を呼び

出して承認され

た後に Open 状態

に遷移します。

オーソリは Order 
Reference が Open
状態の場合のみ

リクエストでき

ます。 
 

GetOrderReferenceDetails 
CancelOrderReference 
（Order Reference オブジ

ェクトに対して

Pending、Completed、
Closed の売上請求が無い

場合のみ） 
CloseOrderReference 
Authorize 
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Suspended Order Reference オ

ブジェクトは、

Amazon がオーソ

リを処理した結

果として支払方

法に問題があっ

た場合は、

Suspended 状態に

遷移します。

Order Reference が
Suspended 状態で

は、新しいオー

ソリを要求でき

ません。しか

し、既にあるオ

ーソリは売上請

求でき、売上請

求は返金できま

す。 
 
Order Reference オ
ブジェクトが

Suspended に遷移

した場合は、購

入者に他の支払

い方法を要求し

てください。 
 

GetOrderReferenceDetails 
CancelOrderReference 
（Order Reference オブジ

ェクトに対して

Pending、Completed、
Closed の売上請求が無い

場合のみ） 
CloseOrderReference 
ConfirmOrderReference 
（Soft Decline の場合の

み） 

InvalidPaymentMethod 
支払方法に問題がありま

した。 
 

Canceled Order Reference オ
ブジェクトは
CancelOrderRefere
nce 処理を呼び出

してキャンセル

されたか、

Amazon によって

キャンセルされ

ました。販売事

業者は、まだ売

上請求していな

GetOrderReferenceDetails SellerCanceled 
販売事業者が

CancelOrderReference 処
理を呼び出して Order 
Reference を明示的にキ

ャンセルしました。キャ

ンセルした理由を

CancelationReason リク

エストパラメータに指定

することができます。 
 
Stale 
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い場合にキャン

セルできます。 
 
多くの Pending
のオーソリはキ

ャンセルされ、

新しい支払処理

は許可されませ

ん。 
 

許可された 3 時間以内に

ConfirmOrderReference 処
理を呼び出して Order 
Reference を承認しませ

んでした。 
 
AmazonCanceled 
Amazon が Order 
Reference をキャンセル

にしました。 
 

Closed Order Reference オ
ブジェクトは、
CloseOrderReferen
ce 処理を呼び出

して Closed され

たか、Amazon に

よって Closed さ

れました。 
 
Order Reference が
Closed 状態の場

合は、新しいオ

ーソリを要求で

きません。存在

するオーソリの

売上請求は許可

されています。

売上請求の返金

も許可されてい

ます。 
 

GetOrderReferenceDetails Expired 
Order Reference が生成さ

れたから 180 日間に購入

者の支払方法について資

金をオーソリできます。

これを過ぎた場合は、

Amazon は Closed 状態に

遷移させ、新しいオーソ

リは許可しません。 
 
MaxAmountCharged 
Amazon によって Order 
Reference が Closed にす

る前に、Order Reference
の金額に対して 15%か

8,400 円のどちらか少な

い額まで増額して売上請

求できます。 
 
MaxAuthorizationsCaptu
red 
全部または部分的に 10
個のオーソリを売上請求

しました。この後で、

Order Reference は
Amazon によって Closed
になります。 
 
AmazonClosed 
Amazon が Order 
Reference を内部確認の
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失敗、または、Amazon
マーケットプレイス保証

が適用されたために

Closed にしました。 
 
SellerClosed 
販売事業者が

CloseOrderReference 処理

を呼び出して明示的に

Order Reference を Closed
にしました。Closed にし

た理由を

CloseOrderReference 処理

の ClosureReason リクエ

ストパラメータで指定す

ることができます。 
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Refund 状態と理由コード 

次の図は Refund（返金）オブジェクトの状態遷移です。 
 

 
 
次の表はそれぞれの Refund（返金）状態の詳細、許可されている処理、その状態にな

った理由の説明です。 
 
状態 説明 許可されている処理 理由コード 
Pending 返金オブジェク

トは Amazon が処

理するまでは

Pending 状態で

す。 
 

GetRefundDetails  

Declined Amazon は売上請

求に対して最大

額以上の返金を

行ったので

Declined にしまし

た。 
 

GetRefundDetails AmazonRejected 
Amazon は返金を拒否し

ました。他の方法で購入

者に返金してください。

（例えば、ギフトカード

など） 
 
ProcessingFailure 
Amazon は内部処理エラ

ーのため、または、購入

者は既に Amazon マーケ

ットプレイス保証かチャ

ージバックで返金されて

いるために、トランザク

ションの処理ができませ

んでした。売上請求オブ

ジェクトが Completed
状態であれば返金を再処

理してみてください。ま
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たは他の方法で返金して

ください。（例えば、ギ

フトカードなど） 
 

Completed 返金要求は処理

され、資金は購

入者に返金され

ました。 
 

GetRefundDetails  
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エラーコード 

次の表は Amazon Pay APIの様々なエラーコードを説明します。エラーコードは全て

Amazon の MWS APIと共通です。 
 
エラーコード HTTP 

ステータス 
コード 

説明 

BillingAgreementConstraintExist 400 このリクエストで要求された

Billing Agreement オブジェクトは制

約を含んでいるために承認できま

せんでした。Billing Agreement オブ

ジェクトの制約リストのエラーメ

ッセージを調べてください。 
 

BillingAgreementNotModifiable 405 このリクエストで要求された

Billing Agreement オブジェクトは承

認されたので変更できません。 
 

CaptureNotRefundable 405 返金が許可されていない状態の売

上請求で返金を試みました。 
 

ConstrainsExist 404 このリクエストで要求された Order 
Reference オブジェクトは制約があ

り承認できませんでした。Order 
Reference オブジェクトの制約リス

トのエラーメッセージを調べてく

ださい。 
 

DuplicateReferenceId 400 このリクエストで指定したリファ

レンス ID は既に他のオーソリ、売

上請求、返金で利用されていま

す。同じ ID は利用できません。 
 

DuplicateRequest 400 AuthorizationReferenceId、
CaptureReferenceId、または、

RefundReferenceId のリクエストは

既に他のパラメータで処理されま

した。 
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InternalServerError 500 サービスは未知のエラーがありま

す。 
 

InvalidAccountsStatus 403 アカウントは、このリクエストを

実行するための適切な状態ではあ

りません。例えば、アカウントが

Suspended であったり、登録が完了

していないなどが考えられます。 
 

InvalidAddress 400 不正な名前かリクエストバージョ

ンを提供しています。 
 

InvalidAddressConsentToken 404 AddressConsentToken は無効です。

トークンの期限が切れていない

か、このトークンが購入者のもの

か確認してください。 
 

InvalidAuthorizationStatus 405 売上請求またはオーソリ Close の許

可されていない状態のオーソリオ

ブジェクトに対して、売上請求ま

たはオーソリの Close を試みまし

た。 
 

InvalidBillingAgreementId 404 このリクエストで要求された

Billing Agreement の ID は無効で

す。 
 

InvalidBillingAgreementStatus 405 処理が認められていない状態の

Billing Agreement オブジェクトで処

理を試みました。 
 

InvalidCancelAttempt 405 このリクエストで要求された

Billing Agreement、Order 
Reference、オーソリオブジェクト

は提示された理由のためにキャン

セルにできませんでした。 
 

InvalidCloseAttempt 405 このリクエストで要求された

Billing Agreement、Order 
Reference、オーソリオブジェクト

は提示された理由のために Closed
にできませんでした。 
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InvalidOrderReferenceId 404 このリクエストで要求された Order 

Reference の ID は無効です。 
 

InvalidOrderReferenceStatus 405 処理が許可されていない状態の

Order Reference で処理を試みまし

た。 
 

InvalidSandboxSimulationSpecified 400 SANDBOX 環境で不正な処理を試

みました。詳しいエラー情報を調

査してください。 
 

InvalidTransactionId 404 このリクエストで要求されたトラ

ンザクションの ID が無効です。 
 

MissingAuthenticationToken 401 サーバに送信したリクエストは不

正な署名です。 
 

OrderReferenceountExceeded 403 Draft 状態の Billing Agreement オブ

ジェクトで最大１つまで許可され

ているが、それ以上の生成を試み

ました。 
 

OrderReferenceNotModifiable 405 このリクエストで要求された Order 
Reference オブジェクトは承認され

ているので変更できません。 
 

PaymentMethodNotUpdated 400 購入者は、Amazon のアドレス帳ウ

ィジェットから住所を変更した場

合に、Amazon のお支払い方法ウィ

ジェットから許可された支払方法

を選択しませんでした。購入者が

許可された支払方法を選択する前

に Billing Agreement オブジェクト

の承認を試みました。 
 

PeriodicAmountExceeded 400 このリクエストで要求された

Billing Agreement オブジェクトは、

指定された期間内で指定された金

額を既にオーソリしています。指

定された金額以上のオーソリを試

みることができません。 
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RequestThrottled 503 リクエストは割与えられたスロッ

トリング制限より高いレートであ

ったために拒否されました。 
 

ServiceUnavailable 503 サービスは一時的に利用不可で

す。後で再実行してください。 
 

TransactionAmountExceeded 400 許可された最大オーソリ額以上の

額を Order Reference オブジェクト

からオーソリ処理を試みました。 
 
または、許可された最大売上請求

または返金額以上の額をオーソリ

オブジェクトに売上請求または売

上請求オブジェクトに返金処理を

試みました。 
 

TransactionCountExceeded 400 オーソリ、売上請求、返金の数が

次の許可された数を超えました。 
 
• 1 つの Order Reference に対して、

10 個の売上請求または現在 Open
のオーソリ 

• 1 つの Order Reference に対して、

全ステータスで 50 個のオーソリ 
• 1 つのオーソリに対して、1 つの

完了売上請求 
• 1 つの売上請求に対して、10 個の

Completed の返金 

 
UnauthorizedAccess 401 指定された販売事業者アカウント

は、このリクエストを実行するた

めに認証されていません。 
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