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Amazonギフト券のご案内
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まとめ

1. コードタイプで配送費コストを大幅削減可能なギフト券。
手間のかかる封入・投函作業の必要がなく、Emailで一括送信。
無駄な人件費・材料費・郵送費を削減可能。

2. 2億種類以上の商品が買える万能型ギフト券。
豊富な品揃えで多くの商品を購入でき、老若男女、幅広くご利用頂ける。

3. 日本全国でご利用可能で、都市・閑散地域関わらず皆様にお喜び頂けるギフト券。
web上でご利用頂くため、インターネットを接続出来れば、北は北海道から南は沖縄まで、
どこででもご利用可能。全国にお客様がいらっしゃる企業様でも不公平感なくキャンペーンなどを
開催頂ける。

Amazonギフト券をお選び頂ける3つの理由
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にて扱う商品を購入できるギフト券*
Amazonギフト券とは?

• 16桁 英数字のギフト券番号の電子ギフト券。

• PC / スマートフォンでも利用可能。

• 【補充】
ギフト券番号を利用者のAmazonアカウントに登録することで、Amazonギフト券の額面が
Amazonアカウントに補充。

• 【お釣り】
お買い物の残額（お釣り）は、次回のお買い物で利用可能。

• 【不足分】
不足分は、クレジットカード/代金引換/ギフト券の追加等の他のお支払い手段にて補充可能。

• 【新規登録】
Amazonアカウントをお持ちでない場合は「電子メールアドレス」と「任意のパスワード」の
設定のみで新規のアカウントを開設、Amazonギフト券を即時利用可能。

(*1) Amazon プライム年会費、Amazonギフト券を除く

ABCD-１２３４５６-EFGH

*実際のアカウント画面
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Amazonギフト券概要

①コードタイプ ②カードタイプ ③Eメールタイプ
納品形態 電子データ (CSVファイル） プラスチック製カード ご指定のメールアドレスに弊社

より直接Eメールを送信

額面 1円～50万円
1円単位設定

500円、1,000円
3,000円、5,000円

1円～50万円
1円単位設定

有効期限 発券から10年 有効化処理から10年 発券から10年

特徴 電子メールや紙等に印刷して
配布等、様々な配布が可能

配送・手渡しでの配布に最適 オリジナルデザイン、パーソナ
ルメッセージで貴社ならではの
メールテンプレートを作成可能

納期 前払いでの入金確認後、1営業
日以内に法人向けAmazonアカ
ウントにアップロード

前払いでの入金確認後、翌営
業日に発送手配。
※到着日数は配送状況による
※検品後1営業日内に有効化

前払いでの入金確認後、1営業
日以内にカスタマーにメールを
一括配信（送信先は注文時にアップ
ロードいただきます）

イメージ

CSV納品ファイル イメージ カードタイプ イメージ

コードタイプの利便性が高く、非常に多くの企業様が採用
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Eメールタイプ イメージ



システム連携 APIを通じてアマゾンギフト券を納品いたします。
必要な時に必要な額面をオンデマンドで在庫を持つことなく発券ができます。

Amazonギフト券API（オンデマンド）

◆特徴
• APIを通じてAmazonと貴社システムをシームレスに統合することで、必要な時に必要
な金額を即時発行できます。

• ギフト券在庫を抱える必要もなく、発行の都度発生する事務手続きも不要になりま
すので、頻繁にギフト券発行が必要なお客様に適しています。

• インセンティブAPIを使えば、貴社のニーズにあわせて様々な媒体に必要な額面金額
をリアルタイムに印刷・表示できます。また、残高確認や支払履歴を使って発注の
トラッキングもできます。

• APIの統合、データ送信管理、アクセス権の制御、データのセキュリティ確保などセ
キュアな環境でギフト券送信が可能です。API実装にあたっての設定、テスト、認証
プロセスもシンプルです。

 額面：1円～50万円 1円単位設定
 有効期限：10年
 ご利用料金：無料
 納期：注文受領し次第納品
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消費者モバイル/PC

企業サーバー Amazonサーバー

Amazon Gift Card API

※お客様にてシステム開発などのご対応が必要となります。
APIシステムを使用するにあたり、手数料は発生いたしません。



1. 法人向けAmazonギフト券売買契約書締結に当たって
1. 年間を通じての最低購入金額： なし
2. 最低注文額 （1回の注文あたり）： 原則10万円以上
3. Amazonギフト券の返品・返金・両替： お受け致しかねます
4. お支払方法： 銀行振込みによる前払いのみ

2. 注文から納品までの流れ
1. 貴社にて専用WEB注文フォームよりご発注
2. Amazonにて注文受領から１営業日以内に、請求書を電子メールにて貴社にご送付
3. 貴社よりご請求額をAmazon指定口座へお振込み
4. Amazonにて入金確認後、発券手続きを開始し、
【コードタイプ】 翌営業日までに、貴社の法人向けAmazonギフト券受領用

AmazonアカウントにCSV形式ファイルでAmazonギフト券を納品
【カードタイプ】 翌営業日までに、Amazonより貴社からご指定頂いた住所への配送を手配

通常2～4営業日以内にお届け、貴社の検品後ギフト券有効化処理を
Amazonが実施

【Eメールタイプ】 翌営業日までに、貴社から注文時にご指定いただいたメールアドレスに
弊社よりAmazonギフト券を送信

法人向けAmazonギフト券のご購入にあたって
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ギフト券 契約から購入まで（ご参考）

①ご契約 ②アカウント作成 ③ギフト券発注 ④請求書・入金など ⑤ギフト券進呈

消費者

御社
ご契約書

確認

契約書締結

申請受理
アカウント作成

ご注文

※Amazon Gift Cards Japan株式会社は、Amazonギフト券の配布方法に関する方法、運用、またその結果に関して一切の責任を負いません。

法人向け
Amazonアカウント
作成と申請

商標物・販促物・
サイトなど確認・

承認 受注

請求書受理
銀行

振り込み

着金確認
Amazonギフト券

送信
.csvファイルにて

Amazonギフト券受信
&顧客へ送信

御社のメール配信システムなど使用

ギフト券受理

請求書作成

当選通知受理
告知物認知
応募など

お客様へ告知

 貴社より専用WEB注文フォームよりご発注頂きます。
 Amazonにて注文受領から１営業日以内に、請求書を電子メールにて貴社にご送付致します。
 貴社よりご請求額をAmazon指定口座へお振込み頂きます。
 Amazonにて入金確認後、発券手続きを開始致します。

 【コードタイプ】 翌営業日までに、貴社、法人向けAmazonギフト券受領用AmazonアカウントにCSV形式ファイルで、Amazonギフト券を納品
 【カードタイプ】 翌営業日までに、Amazonより貴社からご指定頂いた住所へ配送手配を完了、通常2～4営業日以内にお届け、

貴社の検品後ギフト券有効化処理をAmazonが実施
 【 Eメールタイプ】翌営業日までに、貴社から注文時にご指定いただいたメールアドレスに弊社よりAmazonギフト券を送信

受注確認後
1営業日

入金確認後
1営業日
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１．オンライン注文画面

 ご注文はwebサイト上よりお受け致します。
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２．ご請求書サンプル

 ご精算は事前振込でお願いしております。ご注文後、PDFの請求書をEメールに添付し送付致します。
ご入金確認後、Amazonギフト券を納品致します。
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３．納品

 【コードタイプの場合】着金確認後、Amazonウェブサイト上にアップロード致します。
Emailにてお知らせ致しますので、リンクにアクセスの上ダウンロード下さい。

 【カードタイプの場合】着金確認後、1営業日以内に商品を発送致します。
ご指定頂きます住所1か所に送料無料にてお送り致します。

 【Eメールタイプの場合】着金確認後、1営業日以内に、貴社からご指定いただいたメールアドレスに
弊社よりAmazonギフト券を送信いたします



４．Amazonギフト券サンプル
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法人向けAmazonギフト券サンプル

 【コードタイプ】.csvファイルにはギフト券番号・金額など明記しております。
金券となりますので大切にお取扱い下さい。

*再発行は出来かねます。Amazonギフト券を管理するパソコンのセキュリティなど厳重な管理を
お勧め致します。

 【Eメールタイプ】Eメールにはギフト券番号・金額などが明記されております。

このエリアに写真をお入れでき
ます。



５．Amazonギフト券 お客様への配布用テンプレート

XXXXXX様

この度はZZZZキャンペーン/アンケートにご応募/ご協力いただき、誠にありがとうございます。XXXX社ZZZZキャンペーン/アンケート事務局でございます。
以下の通り、Amazonギフト券をお送りさせていただきます。

■Amazonギフト券
（＊Amazonギフト券の再発行は致しかねます。このメッセージをプリントアウトすることをお勧めいたします。）
--------------------------------------------------------
ギフト券番号：XXXX－XXXXXX-XXXX（＊ハイフンも含みます）
金額： 円
有効期限： YYYY/MM/DD
--------------------------------------------------------

本メールに関するお問い合わせはXXXX社までお願いします。
--------------------------------------------------
【XXX社カスタマーサービス】
電話番号：
Eメール：
営業時間：
--------------------------------------------------
* Amazon.co.jpは、本プロモーション・調査・プログラム・キャンペーン(※該当しない部分は削除してください)のスポンサーではありません。
*Amazon、Amazon.co.jp およびそのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

 配布時に必ずご記入いただく文言などが御座います。テンプレートに沿ってご利用下さいませ。

■Amazonギフト券のご利用方法

Amazonギフト券をご利用いただくには、最初にアカウントにギフト券を登録します。
1.www.amazon.co.jp/giftcard/use にアクセスする。
2.サインインする。
3.ギフト券番号を入力し、「アカウントに登録する」をクリックする。
4.登録されたギフト券の金額が画面右側に表示されます。
5.ショッピングをお楽しみください。
*Amazonギフト券は一度アカウントに登録すると、有効期限内は残高がゼロになるまでご
利用いただけます。

字数制限のため左記全文の記載が難しい場合には、下記
のどちらかを使用することができます。ただし、左記の
記載内容を編集/省略することはできません。
(PC/スマートフォン用)
■Amazonギフト券のご利用方法
http://www.amazon.co.jp/giftcard/faq/use

(スマートフォン/ガラケー用)
■Amazonギフト券のご利用方法
http://amazon.co.jp/jpgc_how2_aw

■Amazonギフト券 細則
Amazon Gift Cards Japan株式会社(｢当社｣)が発行するAmazonギフト券･Amazonショッピング
カード(｢ギフト券｣)のご利用には、http://www.amazon.co.jp (PC・モバイルを含み｢アマゾ
ンサイト｣)のアカウント作成が必要です。ギフト券は、アマゾンサイトでのみご利用でき
ますが、他のギフト券の購入又はAmazonプライムの年会費の支払等には利用できません
。ギフト券の有効期限は各ギフト券に明記される日付の午後11時59分(日本時間)までです
。ギフト券の換金･返金等はできません。当社及び当社の関連会社は、ギフト券の紛失･盗
難等について一切責任を負いません。ギフト券の残高確認･有効期限等のお問合せは、カ
スタマーサービス(Tel0120-999-373東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワーアネックス)ま
でお願いします。詳細は細則(http://www.amazon.co.jp/giftcard/tc)をご覧下さい

字数制限のため左記全文の記載が難しい場合には、下記
の
どちらかを使用することができます。ただし、左記の記
載内容を編集/省略することはできません。
(PC/スマートフォン用)
■Amazonギフト券 細則
http://amazon.co.jp/giftcard/tc
(スマートフォン/ガラケー用)
■Amazonギフト券 細則
http://amazon.co.jp/jpgc_tc_aw
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６．Amazonギフト券ロゴ、商標のご利用に関して

 Amazonギフト券売買契約書を締結頂くことで、Amazonギフト券ロゴを含むAmazon商標を
各種媒体等でお使い頂くことが可能で御座います。
 貴社の制作物が本ガイドラインに沿っているか確認し、公開前に下記5 項目についてセルフチェックを行って商標
利用を進めてください。弊社への事前確認・審査依頼の必要はありません
（1000 万インプレッション以上が想定されるキャンペーンの制作物は除く）
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FAQ（よくある質問）

Q:Amazonギフト券の特徴を教えて下さい
A:Emailなどで簡単に送れて、日本全国各地でご利用いただけるギフト券です。物理的なギフト券を送る必要がなく総量を削減出来ます。
アマゾンサイトのユーザー数も多く、多くのお客様にお喜び頂けるギフト券です。

Q:購入するにはどのようにすればよいですか？
A:ギフト券コード購入契約書の締結が必要で御座います。契約締結しましたら、注文専用ページにアクセスする事が可能となります。
ロゴや商標のご利用も可能です。

Q:ギフト券の配布方法を教えてください。
A:コードタイプでしたら、Emailにてコードを送信することができますし、SMSなどでの送信も可能です。カードタイプの場合、
直接来場者の方などに手渡しする事も出来ます。お客様のご利用用途に合わせて様々な配布方法が出来るのもAmazonギフト券の
大きな特徴の一つです。

Q:注文する際に何か制限はありますか？
A:1回当たりの合計ご注文金額「最低10万円」より承っております。

Q:注文時に額面金額を決めるのですか？
A:はい、ご注文時に、いくらの額面金額のギフト券を何枚ご注文するかを決めて、複数のギフト券の種類を1回でご注文可能で
御座います。

Q:使用しなかったギフト券を返品、または違う額面金額に変更できますか？（例：10,000円のギフト券を5,000円2枚に）
A:いいえ、出来ません。金券で御座いますので、返品・変更は一切承っておりません。額面金額の変更もお受け致しかねますので、
予めご了承下さいませ。

Q:精算方法を教えてください
A:銀行振り込み、前受けにて承っております。ご入金が確認出来ましたらコードタイプの場合は1営業日以内に納品、
カードタイプでしたら1営業日以内に発送致します。ご入金確認できない段階でのギフト券の発券は致しかねますので
ご了承下さいませ。

Q:ロゴを利用したいのですが、申請など必要ですか？
A:こちらのページ（www.amazon.co.jp/agc/gl ）にてブランドガイドラインをご案内しております。貴社の制作物が本ガイドライン
に沿っているか確認し、必要項目についてセルフチェックを行って商標利用を進めてください。ただし1000 万インプレッ
ション以上が想定されるキャンペーンおよびオリジナルカードの制作物は、制作物を申請頂いております。その場合は、3営業
日以内に確認しお戻し致します。 14


