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Amazon 出品ガイド 北米編 
海外でビジネスを展開しようとすると、準備から販売に至るまでに多大なコストと時間がかかります。Amazon の世界共通

のマーケットプレイスと高い集客力を利用すれば、好きな時に低コストで海外進出することができます。本編では北米

（Amazon.com）にて出品する際のポイントについてご紹介します。
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Amazon マーケットプレイスのご紹介と準備について 

(登録の 1 か月前)  

北米マーケットプレイスのご紹介 (アメリカ合衆国/カナダ/メキシコ) 

• Amazon を利用すれば、世界各地から集まる数億人の購入者にあなたの商品を届けることがで

きます。 （日本語版/英語版） 

Amazon マーケットプレイスの対象商品 

•  20 を超えるカテゴリーが Amazon で販売可能です。これらのカテゴリーの商品は、Amazon

からの特定の許可なしに出品することができます。詳細はこちら（英語版）。 

出品者の成功事例 

• 海外販売の成功事例 詳細はこちら 

サービスプロバイダーのネットワーク 

• 税金、コンプライアンス、翻訳、海外発送などで販売者を支援するサービスプロバイダ一 

一覧表/アプリとサービス 

出品プラン 

• すべての出品者は、20 を超えるカテゴリーの商品を出品できます。大口出品者は、10 の追加

カテゴリーで出品申請ができます。（英語版）

https://services.amazon.co.jp/services/global-selling/services-overview
https://sell.amazon.com/global-selling.html?ref_=asus_soa_rd&
https://sell.amazon.com/sell.html?ref_=asus_soa_rd&#adding-your-products
https://sell.amazon.com/global-selling.html?ref_=asus_soa_rd&
https://services.amazon.co.jp/services/global-selling/service-providers
https://sellercentral.amazon.com/tsba?ref_=sc_spn_hiw_hp&sellFrom=US&sellIn=US
https://services.amazon.com/selling/benefits.htm/ref=asus_gen_hp_soa
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登録とアカウントの統一  

北米マーケットプレイスを選択しアカウント登録する （日本語版/英語版） 

北米及びその他のマーケットプレイスの出品用アカウント登録要件を確認する 

アカウント登録資料 

Amazon での販売を開始するには、以下が必要となります。 

• 出品者が請求可能な VISA /マスターカード 

• 有効な銀行口座 

2020 年 4 月時点では日本の銀行口座は対応しておりません。Amazon で Hyperwallet サービ

スを利用する、Amazon 海外口座送金サービスの対応国の銀行口座を用意する、または通貨換

算サービスを提供しているサービスプロバイダーを利用する必要があります。 

• 製品コード（UPC、ISBN、EAN、JAN、およびその他の GTIN） 

UPC ウェブサイト / カテゴリーごとの製品コード適用条件の概要 

出品者利用規約および出品者行動規範 詳細はこちら 

ブランド登録 

• ブランド所有者は、Amazon ブランド登録をすると、Amazon におけるそのブランドの商品出

品に対して、より大きな影響力や権限を行使できるようになります。 詳細はこちら 

北米統一アカウント 

• 北米統一アカウントを持っていると、セラーセントラルで、Amazon.com、Amazon.ca、

Amazon.com.mx という 3 つのマーケットプレイスの出品ツールを切り替えながら、各マー

ケットプレイスでの商品登録や注文管理を行うことができ、便利です。 詳細はこちら 

アカウントの関連付け 

• アカウントを関連付けると、海外の Amazon マーケットプレイスの出品情報を一元化し、ビジ

ネスの管理や展開を簡単に行えます。 シングルサインオンを利用できることに加えて、すべて

の国における売上、注文、購入者からのメールが一画面で確認できます。 また、これまでは 1

つの国に限って利用可能であったツールや、Amazon の割引が適用された海外出品形態も利用

できるようになります。 詳細はこちら 

https://services.amazon.co.jp/services/global-selling/services-overview
https://services.amazon.com/global-selling/register-overview.html/ref=asus_ags_snav_reg
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201468460?language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/G7S55VWDZ9SQCUEX?language=ja-JP&ref=efph_G7S55VWDZ9SQCUEX_cont_200497780
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/G7S55VWDZ9SQCUEX?language=ja-JP&ref=efph_G7S55VWDZ9SQCUEX_cont_200497780
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/200497780?language=ja-JP&ref=efph_200497780_cont_851
https://services.amazon.co.jp/services/global-selling/service-providers
https://services.amazon.co.jp/services/global-selling/service-providers
https://www.barcodestalk.com/
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200317520?language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G1801?language=ja_JP
https://brandservices.amazon.co.jp/?ld=ASXXABRDirect_null
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=201394090&language=ja_JP&ref=ag_201394090_relt_GJZJNMG4UX3DXSGV
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/202095190?language=ja_JP&ref=ag_202095190_cont_G201841950
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G201841950?language=ja_JP&ref=ag_G201841950_cont_202095190
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アカウント設定  

セラーセントラルのご紹介 

• セラーセントラルはすべての出品活動の管理画面となります。また、出品大学にて各機能の詳

細を確認できます。  (英語版/その他の言語) 

アカウント情報 

• クレジットカード情報の詳細ページより、クレジットカードが常に請求可能であることを確認

します。 （日本語版/その他の言語） 

ユーザー権限 

• 必要項目に基づき、ユーザー権限を設定する。  (日本語版/その他の言語) 

自社出荷販売のご紹介 

• 原産国、出荷可能な地域、国を設定します。出品者は、製品数、重量、価格に基づいて配送料

をカスタマイズできます。 (日本語版/その他の言語） 

 

 

 

https://youtu.be/hiqy_I0AcTU
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=pb_ds_c1_m1&courseId=1&moduleId=1&modLanguage=English&videoPlayer=airy
https://youtu.be/bzBpS-5-cO0
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=pb_ds_c1_m2&courseId=1&moduleId=2&modLanguage=English&videoPlayer=airy
https://youtu.be/LYGb_5INPoo
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=pb_ds_c1_m8&courseId=1&moduleId=8&modLanguage=English&videoPlayer=airy
https://youtu.be/BWFLzQ-hQ0c
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=pb_ds_c1_m3&courseId=1&moduleId=3&modLanguage=English&videoPlayer=airy


   Intro   |   Registration   |   Account   |   Listing   |   FBA   |   MFN   |   Promotions   |   Performance4 

© Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 

商品ページを作成する (アカウント作成から 1 週間以内)  

カテゴリーの概要 

• 登録する商品はすべての法律および規制に準拠している必要があります。販売予定の商品に関

する法令や安全基準を確認し、遵守してください。カテゴリー概要 

商品の追加、在庫管理 

• 商品登録画面を使用する (英語版/その他の言語) 

• 既存の出品情報と一致 （日本語版/その他の言語） 

• 商品バリエーションの登録方法 （英語版/ その他の言語） 

• 在庫管理 基本編：英語版、応用編：日本語版/その他の言語 

商品詳細ページ 

• 商品詳細ページの概要 動画：日本語版/その他の言語、PDF：日本語版/その他の言語 

• 商品詳細ページの品質の条件 （日本語版/その他の言語） 

• 共有の詳細ページを編集する （日本語版/その他の言語） 

Amazon ショッピングカートボックス 

• Amazon ショッピングカートボックスの概要 （日本語版/その他の言語） 

• ショッピングカートボックスの獲得 (日本語版/その他の言語) 

グローバル出品連携ツール (BIL) 

• BIL を使うことで一つのマーケットプレイスにて作成・更新された商品ページを複数の地域の

マーケットプレイスにて反映することができます。 

海外出品の概要（日本語版/その他の言語） 

グローバル出品連携ツール（BIL）（日本語版/その他の言語） 

商品ページ翻訳サービス 

• 商品ページの翻訳サービスを提供しているサービスプロバイダー一覧はこちら 

 

 

 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200332540?language=ja_JP
https://youtu.be/U7en6CrgvGk
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=pb_ds_c4_m18&courseId=4&moduleId=18&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/FJE937s40wE
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=19&courseId=4&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/dFzJn_uDw8I
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=pb_ds_c4_m22&courseId=4&moduleId=22&modLanguage=English&videoPlayer=airy
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=497&courseId=4&modLanguage=English&videoPlayer=airy
https://youtu.be/nndQmHiEqLI
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=21&courseId=4&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/JjoVjGG0hzw
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=26&courseId=5&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://m.media-amazon.com/images/G/01/hirokyos/BrandBuilderPlaybook_PDP_JP.pdf#page=1&zoom=auto,-15,799
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=pb_ds_c3_m347&courseId=3&moduleId=347&modLanguage=English&language=en_US&languageSwitched=1
https://youtu.be/3cQCKMC46rc
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=27&courseId=5&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/2dr5X2lTYd4
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=28&courseId=5&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/eKGUL_U2K5c
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=pb_ds_c5_m29&courseId=5&moduleId=29&modLanguage=English&videoPlayer=airy
https://youtu.be/trkDJ2O1WrM
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=30&courseId=127&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/T4Ke5p5o_-c
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=417&courseId=112&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/Z3bpklKBkgM
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=433&courseId=112&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://services.amazon.co.jp/services/global-selling/service-providers
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フルフィルメント by Amazon  

基本 

• FBA の仕組み （日本語版/その他の言語） 

• FBA 料金一覧はこちら 

準備 

• FBA 商品の準備 （日本語版/その他の言語） 

• 商品の梱包要件 （英語版/その他の言語） 

セラーセントラル登録 

• 商品を FBA に変換する （英語版/その他の言語） 

出荷準備 

• 最初の FBA 出荷 パート１：日本語版/その他の言語、パート２：日本語版/その他の言語 

• 初めての FBA 納品: ラベルの貼付 （日本語版/その他の言語） 

• 在庫のラベル貼付要件 （英語版/その他の言語） 

納品プランを作成する 

数量を入力 | 発送準備 | 商品ラベルを貼付 | 納品の確認 | 商品の FBA 発送準備 | 納品手続きの概要 

納品チェックリストをダウンロード（英語版） 

FBA 小型軽量商品プログラム 動画：日本語版/その他の言語、PDF：日本語版/その他の言語 

フルフィルメント by Amazon よくある質問 (日本語版/その他の言語） 

Amazon フルフィルメントセンターへの納品 

ラベル貼り、梱包、品質チェックなどの FBA 商品準備や海外配送などで出品者を支援するサー

ビスプロバイダー一覧はこちら 一覧表/アプリとサービス 

FBA 海外配送 

• FBA 海外配送プログラムでは、追加料金なしで、100 以上の国や地域にビジネスを展開できま

す。 詳細はこちら 

https://youtu.be/r9YKWZFcfXQ
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=38&courseId=8&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=G201074400&language=ja_JP
https://youtu.be/gz1aQ-Xk_e4
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=40&courseId=8&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/KcNVKPjolKI
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=490&courseId=8&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/KcNVKPjolKI
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=490&courseId=8&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/g2ZjyZNB3b8
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=42&courseId=8&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/16Ywa_X3RCQ
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=43&courseId=8&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/HiW8WXmdPzg
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=39&courseId=8&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/3WHXw81DQ4E
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=429&courseId=8&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201021840?language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201021880?language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201021860?language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201021870?language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201021850?language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201021890?language=ja_JP
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/fba-help/QRG/FBA_Shipment_Checklist_en-US.pdf?ref=asus_fba_asinstep5_shpmntchklst&ld=ASGSAGSDirect
https://youtu.be/LWHMT_R6ahw
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=301&courseId=126&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://m.media-amazon.com/images/G/01/hirokyos/Amzn_SmallAndLight_JP.pdf#page=1&zoom=auto,-15,792
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=351&courseId=126&modLanguage=English
https://youtu.be/nxWxGOB7EmQ
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=pb_ds_c8_m233&courseId=8&moduleId=233&modLanguage=English&videoPlayer=airy&language=zh_CN&languageSwitched=1
https://services.amazon.co.jp/services/global-selling/service-providers
https://sellercentral.amazon.com/tsba?ref_=sc_spn_hiw_hp&sellFrom=US&sellIn=US
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G200149570?language=ja_JP
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自社出荷注文  

自社出荷注文 

• 出品者出荷の配送の概要 （日本語版/その他の言語） 

注文管理 

• 注文管理ページと注文レポートの使い方 詳細はこちら 

カスタマーサービス 

• 現地言語（英語）での優れたカスタマーサービスの提供 （日本語版/その他の言語） 

• 現地言語（英語）でのカスタマーサービスをサービスプロバイダーに委託する  

一覧表/アプリとサービス 

自社出荷注文の国際配送 

• 国際配送が可能なサービスプロバイダーに越境配送と注文管理を委託する  

一覧表/アプリとサービス 

在庫管理 

• お客様の国から返品された注文を受け取り、処理するためにサービスプロバイダーを利用する 

一覧表/アプリとサービス 

https://youtu.be/BWFLzQ-hQ0c
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=3&courseId=9&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/131?language=ja_JP
https://youtu.be/ex179ILjCTM
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=46&courseId=9&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://services.amazon.co.jp/services/global-selling/service-providers
https://sellercentral.amazon.com/tsba?ref_=sc_spn_hiw_hp&sellFrom=US&sellIn=US
https://services.amazon.co.jp/services/global-selling/service-providers
https://sellercentral.amazon.com/tsba?ref_=sc_spn_hiw_hp&sellFrom=US&sellIn=US
https://services.amazon.co.jp/services/global-selling/service-providers
https://sellercentral.amazon.com/tsba?ref_=sc_spn_hiw_hp&sellFrom=US&sellIn=US
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プロモーション  

出品コーチ 

• 紹介（日本語版/その他の言語） 

• 使い方パート１（日本語版/その他の言語）、使い方パート２（日本語版/その他の言語） 

• 推奨情報の絞り込み（日本語版/その他の言語） 

スポンサープロダクト 

• スポンサープロダクトの紹介 動画：日本語版/その他の言語、PDF：日本語版/その他の言語 

• 最初のスポンサープロダクトキャンペーンを作成する （日本語版/その他の言語） 

• メトリックスの理解 詳細は(日本語版/その他の言語） 

• 手動ターゲティングを使用したキャンペーンの作成 （日本語版/その他の言語） 

• キーワードの一致タイプ （英語版/その他の言語） 

その他のプロモーション 

• Amazon ブランド登録の概要 （動画/PDF） 

• 数量限定タイムセール （日本語版/その他の言語） 

• FBA 定期おトク便サービス 詳細はこちら 

• Amazon アソシエイト （日本語版/その他の言語） 

• Amazon ショッピングイベントカレンダー （日本語版/その他の言語）

https://youtu.be/3PO3wOVPZkI
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=78&courseId=17&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/Qg9xWvI5MBs
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=79&courseId=17&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/90FTI8yNlTw
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=80&courseId=17&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/HA60-HgWqjM
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=81&courseId=17&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/eolHrCQarI0
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=302&courseId=101&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://m.media-amazon.com/images/G/01/Global_Content_Marketing_Team/JP_040919_Seller_GSG.pdf#page=1&zoom=100,-34,842
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=c1c178ff-6f80-48d2-955f-294fef50fd14&courseId=61e0c4df-b064-4881-9b29-7e7829df8dbe&modLanguage=English
https://youtu.be/DAW5CBtFXWA
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=303&courseId=61e0c4df-b064-4881-9b29-7e7829df8dbe&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/0gxN3qkJDUg
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=304&courseId=c92e6905-b346-4392-80d7-6c17e2de70ff&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/oVzdBDMRIcA
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=305&courseId=c92e6905-b346-4392-80d7-6c17e2de70ff&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://youtu.be/5FKrsvZ6Hi4
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=306&courseId=c92e6905-b346-4392-80d7-6c17e2de70ff&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=488&courseId=3&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=370&courseId=3&modLanguage=English
https://m.media-amazon.com/images/G/01/hirokyos/LightningDeals_JP.pdf#page=1&zoom=auto,-15,792
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=346&courseId=15&modLanguage=English
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=413&courseId=126&modLanguage=English
https://m.media-amazon.com/images/G/01/hirokyos/AmznAssociatesForBrandOwners_JP.pdf#page=1&zoom=auto,-15,792
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=selleru_athena_c3_m349&courseId=3&moduleId=349&modLanguage=English&contentType=DOCUMENT
https://m.media-amazon.com/images/G/01/hirokyos/BrandBuilderPlaybook_MarketingCalendar_JP.pdf#page=1&zoom=auto,-15,792
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=355&courseId=15&modLanguage=English
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セラーパフォーマンス  

パフォーマンス測定 

• 出品者の評価とパフォーマンスを監視することは、Amazon 出品サービスを成功させるうえで

不可欠です。 詳細はこちら  

Amazon の商品の信頼性と品質 

• 商品の信頼性と品質に関する Amazon のガイドラインを理解する 詳細はこちら 

出品者利用規約および出品者行動規範 

• 出品者はすべて、Amazon への出品にあたり、以下のポリシーを遵守する必要があります。ポ

リシーに違反したり、禁止コンテンツを掲載したりした場合、Amazon アカウントが停止処分

になることがあります。 詳細はこちら 

アカウントの利用停止または出品情報の削除への申し立て 

• Amazon で出品するには、パフォーマンスの指標およびポリシーを順守する必要があります。

順守されない場合、アカウントの一時的な利用停止、出品情報の削除、または出品者出荷の利

用制限につながることがあります。 詳細はこちら 

  

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/171?language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/202010130?language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G1801?language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200370560?language=ja_JP

