
 

Amazon Confidential複製、無断転載を禁止します 

 

フルフィルメント by Amazon ご利用者 各位 

 

平素よりフルフィルメント by Amazon (以下、FBA) をご利用いただき、誠にありがとうございます。FBAの手数料改定についてご連

絡させていただきます。 

 

FBAは 2008年にサービスを開始して以来、これまで Amazon.co.jp が販売する商品と同様の国内配送料無料やお急ぎ便エリアの拡大、

FBA対応のフルフィルメントセンターの拡大、そしてセラーセントラル（または出品用アカウント）の機能やレポートの拡充などを通

じてサービスの向上を図ってまいりました。これからも多くの出品者様に今まで以上に満足してご利用いただけるよう、更なるフルフ

ィルメントセンターの拡大と各種 FBA サービスの向上を図っていくために、2012年 8月 20日付で FBA の手数料を次のように改定させ

ていただきます。なお、在庫保管手数料、高額商品の手数料、FBAマルチチャネルサービスの手数料、返送/所有権の放棄の手数料に

は変更はございません。 

 

以下に改定内容の詳細をご案内いたします。出品者様におかれましては何卒ご理解を賜れますよう、お願い申し上げます。 

 

FBA 手数料改定（2012年 8月 20 日付） 

1. 出荷作業手数料を次の通りとします。出荷作業手数料は出荷する個数ごとに発生します。 

a. メディア小型商品の料金を 65円から 80円とします。 

b. メディア標準商品の料金を 60円から 80円とします。 

c. メディア以外小型商品の料金を 50円から 70円とします。 

d. メディア以外標準商品の料金を 80円から 90円とします。 

2. 注文あたりの発送手数料と発送重量手数料を廃止し、出荷あたりの発送手数料とします。発送手数料は出荷ごとに発生します。

発送手数料は、商品の種類（メディア、メディア以外）、大きさ、そして出荷重量をもとに算出します。出荷重量は、同一出

荷に含まれるすべての商品の重量と次に定める出荷時の梱包資材の重量（箱や緩衝材など）を合算した重量となります。重量

の端数については繰り上げて計算します（例: 出荷重量が 2.1kgの場合は 3kgとします）。 

a. メディア小型商品の発送手数料を 50円とします。梱包資材の重量として 50gを含めた最大出荷重量を 250gとします。 

b. メディア標準商品の発送手数料を 2kgまでは 70円、以降は 1kg追加するごとに 5円加算します。出荷重量には梱包

資材の重量として 150g を含めて計算します。 

c. メディア以外小型商品の発送手数料を 150円とします。梱包資材の重量として 50g を含めた最大出荷重量を 250g と

します。 

d. メディア以外標準商品の発送手数料を 2kgまでは 200円、以降は 1kg追加するごとに 5円加算します。出荷重量には

梱包資材の重量として 150gを含めて計算します。 

3. 小型サイズの重量制限を 150g から 250gとします。 

4. 大型サイズの料金を 550円から 500円とします。 
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新しい FBA料金表と現在の料金表は次の通りとなります。以下の新料金表は、一つの注文で一点の商品を出荷した場合を想定していま

す。一つの注文に複数の点数が含まれている場合の計算につきましては、「よくある質問」をご確認ください。また、ご参考までに料

金例を掲載いたします。 

 

FBA 標準サービス料金表*1 （Amazon.co.jp で受注した商品の配送、2012年 8月 20 日より） 

配送代行手数料 
メディア メディア以外 

大型商品 高額商品 
小型 標準 小型 標準 

出荷作業手数料 ¥80 ¥80 ¥70 ¥90 ¥500 

¥0 

発送手数料*2 ¥50 
0～2kg: ¥70 

+1kg: ¥5 
¥150 

0～2kg: ¥200 

+1kg: ¥5 
¥0 

*1 上記の金額は消費税を含みます。 

*2 料金表内に記載されいている重量は出荷に含まれる商品の重量と梱包資材の重量の合計となります（出荷重量）。梱包資材の重量は小型サイズの場合は 50g、

標準の場合は 150gとなります。小型サイズにおいて、出荷重量が 250gを超える場合、標準サイズの料金が適用されます。標準サイズにおいて、2kgを超える端

数は繰上げとなります（例: 出荷に含まれる商品の重量と梱包資材の重量（150g）の合計が 2.1kgの場合は、3kgとして計算）。梱包資材の重量は、小型・標準

に該当する商品を発送する際に使用される多様な梱包資材から、使用頻度なども加味して定めております。 

 

FBA 標準サービス料金表*3 （Amazon.co.jp で受注した商品の配送、2012年 8月 19 日まで） 

配送代行手数料 
メディア メディア以外 

大型商品 高額商品 
小型 標準 小型 標準 

出荷作業手数料 

（個数あたり） 
¥65 ¥60 ¥50 ¥80 ¥550 

¥0 
発送手数料 

（注文あたり）*4 
¥0 ¥0 ¥150 ¥160 ¥0 

発送重量手数料 

（25gあたり）*5 
¥0 ¥1 ¥0 ¥1 ¥0 

*3 上記の金額は消費税を含みます。 

*4 一つの注文に複数の商品種類（メディア、メディア以外、大型）が混在する場合、もっとも高い発送手数料が適用されます。 

*5 注文に含まれるすべての商品の合計重量に基づいて計算を行い、少数点第一位で四捨五入した手数料となります。 

 

  

http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/09/marketing/as/20120515_JP_FBA_fee_FAQ_v1.0.pdf
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配送代行手数料 料金例 (販売代行手数料や在庫保管手数料は省略): 

 

音楽 CD （メディア小型商品） 

 

商品概要 

カテゴリ: ミュージック 

サイズ: 15×12.5×1.0（cm） 

重量: 90g 
 

現行料金: 

出荷作業手数料 ¥65 × 1 ＝ ¥65 

\65 
発送手数料 

(注文あたり) 

¥0 

発送重量手数料 ¥0 
 

新料金: 

出荷作業手数料 ¥80 × 1 ＝ ¥80 

\130 発送手数料 

(出荷あたり) 

¥50 × 1 ＝ ¥50 

出荷重量 90g（商品） + 50g（梱包資材） = 140g 

(小型商品の 250gの上限以内) 
 

 

 

メモリーカード （メディア以外小型商品） 

 

商品概要 

カテゴリ: パソコン・周辺機器 

サイズ: 7.2×6.6×0.8(cm) 

重量: 20g 
 

現行料金: 

出荷作業手数料 ¥50 × 1 ＝ ¥50 

\200 
発送手数料 

(注文あたり) 

¥150 × 1 ＝ ¥150 

発送重量手数料 ¥0 
 

新料金: 

出荷作業手数料 ¥70 × 1 ＝ ¥70 

\220 発送手数料 

(出荷あたり) 

¥150 × 1 ＝ ¥150 

出荷重量 20g（商品） + 50g（梱包資材） = 70g 

(小型商品の 250gの上限以内) 
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ファッションウオッチ （現行: メディア以外標準商品、新体系: メディア以外小型商品） 

 

商品概要 

カテゴリ: 時計 

サイズ: 24×4.6×1.7(cm) 

重量: 178g 
 

現行料金: 

出荷作業手数料 ¥80 × 1 ＝ ¥80 

\247 
発送手数料 

(注文あたり) 

¥160 × 1 ＝ ¥160 

発送重量手数料 ¥1 × 178/25 ＝ ¥7.12 
 

新料金: 

出荷作業手数料 ¥70 × 1 ＝ ¥70 

\220 発送手数料 

(出荷あたり) 

¥150 × 1 ＝ ¥150 

出荷重量 178g（商品） + 50g（梱包資材） = 228g 

(小型商品の 250gの上限以内。現行料金

では標準サイズだが、新料金では小型に

分類。) 
 

 

 

ワンピース （メディア以外標準商品） 

 

商品概要 

カテゴリ: 服・ファッション小物 

サイズ: 28×32×4(cm) 

重量: 300g 
 

現行料金: 

出荷作業手数料 ¥80 × 1 ＝ ¥80 

\250 
発送手数料 

(注文あたり) 

¥160 × 1 ＝ ¥160 

発送重量手数料 ¥1 × 250/25 ＝ ¥10 
 

新料金: 

出荷作業手数料 ¥90 × 1 ＝ ¥90 

\290 発送手数料 

(出荷あたり) 

¥200 × 1 ＝ ¥200 

出荷重量 300g（商品） + 150g（梱包資材） = 

450g 

(標準商品の 2kg以下の扱い。) 
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電子レンジ（大型商品） 

 

商品概要 

カテゴリ: ホーム＆キッチン 

サイズ: 49×36×28.5(cm) 

重量: 11.75kg 
 

現行料金: 

出荷作業手数料 ¥550 × 1 ＝ ¥550 

\550 
発送手数料 

(注文あたり) 

¥0 

発送重量手数料 ¥0 
 

新料金: 

出荷作業手数料 ¥500 × 1 ＝ ¥500 

\500 発送手数料 

(出荷あたり) 

¥0 

出荷重量 大型商品の場合は、出荷重量を計算に加

味しない 
 

 

 

今回の手数料改定にあたってご不明な点等ございましたら、「よくある質問」をご参照ください。または、「よくある質問」をご参照

の上、テクニカルサポートまでお問い合わせいただけますようお願いいたします。 

 

■よくある質問: 

http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/09/marketing/as/20120515_JP_FBA_fee_FAQ_v1.0.pdf 

 

■テクニカルサポート: 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html 

 

 

今後ともフルフィルメント by Amazon をよろしくお願いいたします。  

Amazon.co.jp 

 

 

(c) 2012 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon、Amazon.co.jp、フルフィルメント by Amazon、 Amazonプライム及び
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