
A 在庫保管手数料

B 配送代行手数料

在庫保管手数料

月額基準金額

￥7.9／（10cm×10cm×10cm）

10cm 10cm

10cm

例）おもちゃ例）おもちゃ例）おもちゃ例）おもちゃ 当月日数が30日の月に30日間保管した場合

Amazonフルフィルメントセンターに保管されているすべての商品の寸法*1をもとに体積を計算し、お預かりしている商品が実際に占有する保管スペースをフルフィルメントセ

ンターごとに毎日計算します。実際の占有スペースに対してのみ下記の在庫保管手数料が月次で発生します。*2

②②②② 種種種種 類類類類 ▶▶▶▶

③③③③ サイズサイズサイズサイズ ▶▶▶▶

メディアメディアメディアメディア メディア以外メディア以外メディア以外メディア以外

小型小型小型小型 標準標準標準標準 大型大型大型大型

書籍、音楽CD、
ソフトウェア、
テレビゲーム、
DVD、 VHS

左記以外
すべて

25×18×2.0cmより小さい
かつ150g以下

45×35×20cmより小さい
かつ9kg以下

45×35×20cm以上
または9kgを超える

商品は大型？ 大型商品

商品の金額は
\45,000以上？

メディア
小型料金

メディア
標準料金

メディア以外
小型料金

メディア以外
標準料金

商品の
サイズは？

商品の
サイズは？

料金早見フローチャート料金早見フローチャート料金早見フローチャート料金早見フローチャート

45cm35cm

20cm

25cm18cm

2.0cm

45cm
35cm

20cm

150g以下 9kg以下 9kgを超える

①①①① 金金金金 額額額額 ▶▶▶▶ 高額商品高額商品高額商品高額商品

商品の種別商品の種別商品の種別商品の種別

商品の販売金額が
￥45,000以上の商品
（大型商品を除く）

10,00010,00010,00010000

￥￥￥￥45,000 ￥￥￥￥45,000 

START

計算式：計算式：計算式：計算式：

7.9 × {(35.5×22.5×11.4) / (10×10×10)} 

×（30［保管日数］/ 30［当月の日数］） ＝71.935425

※商品の3辺サイズを①最長の辺、②次に長い辺、③最短の辺の順に並べたとき、3辺すべてが基準を満たす必要があります。例: 21ｘ21ｘ21は③の辺が標準サイズの最短の20㎝を超えるため、大型扱いになります。

※ 3辺の合計が170cmを超えるもの、あるいは30㎏を超える商品はFBAをご利用いただくことができません。

※ Amazonは独自に商品または商品サンプルの重量を測定することがあり、出品者様より提供された情報と測定結果が異なる場合、Amazonが測定した重量が適用されます。

商品の種類は？

高額商品

はい

いいえ

いいえ

はい

メディア

メディア以外

標準

小型

小型

標準

配送代行手数料は、受注後に発生するピッキングや梱包など出荷の準備に伴う「出荷作業手数料」と、購入者への商品発送に伴う「発送手数料」ならびに「発送重量手数

料」から構成されます。配送代行手数料は商品の①金額、②種類、③サイズによって決定されます。

在庫保管手数料 ￥72
11.4cm

22.5cm

35.5cm

料金の詳細は、次ページの「配送代行手数
料 料金単価」をご参照ください。

フルフィルメント by Amazon 料金表

*1 商品の寸法とは、当サービスご利用規約に従いそのままお客様に発送できるように適切に梱包された状態での外形寸法のことです。

*2 月額料金は小数点第一位で四捨五入されます。金額は消費税を含みます。

FBA
手数料手数料手数料手数料

在庫保管手数料在庫保管手数料在庫保管手数料在庫保管手数料 ￥7.9  ×｛［商品サイズ（cm3）］ /（10cm×10cm×10cm）｝×［保管日数 / 当月の日数］

配送代行配送代行配送代行配送代行
手手手手 数数数数 料料料料

出荷作業手数料出荷作業手数料出荷作業手数料出荷作業手数料 ［単価］×［販売個数］

発送手数料発送手数料発送手数料発送手数料 ［単価］×［注文数］（FBAマルチチャネルの場合は［単価］X［出荷数］）

発送重量手数料発送重量手数料発送重量手数料発送重量手数料 ［単価］×［重量(g) / 25］

販売手数料販売手数料販売手数料販売手数料 詳細は｢Amazon出品サービス｣の料金表をご参照下さい

フルフィルメント by Amazon（FBA）の販売成立時には、Amazon出品サービスに準ずる「販売手数料」と「FBA手数料」が発生します。

料金の計算方法

FBA手数料詳細

A

B

FBA手数料手数料手数料手数料

A.在庫保管手数料在庫保管手数料在庫保管手数料在庫保管手数料 B.配送代行手数料配送代行手数料配送代行手数料配送代行手数料

商品をお預かりしている
期間に発生する費用

出荷作業手数料出荷作業手数料出荷作業手数料出荷作業手数料

受注後に発生するピッキング
や梱包などの出荷の準備に
伴なう費用

発送手数料発送手数料発送手数料発送手数料
発送重量手数料発送重量手数料発送重量手数料発送重量手数料
購入者への商品発送に
伴なう費用

＋＋＋＋＝＝＝＝



商品の販売価格 ￥￥￥￥30,000

販 売 手 数 料 ￥￥￥￥710

在庫保管手数料 ￥7.9 ×［(15×12.5×1) / (1,000)］×［30/30］= \1.48125 ￥1

配送代行
手 数 料

出荷作業手数料 ［￥65］×［1］＝ \65

￥65発送手数料 ［￥0］×［1］＝ \0

発送重量手数料 ［￥0］×［90/25］= \0

カテゴリ：ミュージック

サイズ：15×12.5×1.0（cm）

重量：90g

FBA手数料 ￥￥￥￥66

出品者様へのご入金額 ￥￥￥￥3,024

商品の販売価格 ￥￥￥￥3,800

種 類：メディア・メディア以外

サ イ ズ ：小型・標準・大型

カテゴリ：家電&カメラ

サイズ：9.9×6.3×2.4（cm）

重量：178g

料金は2011年7月1日現在のものです。料金は将来変更される場合があります。

Amazon、Amazon.co.jp、フルフィルメントby Amazon、 Amazonプライム及びスマイルロゴは、 Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

FBA手数料 ￥￥￥￥248

出品者様へのご入金額 ￥￥￥￥27,352

音楽音楽音楽音楽CD

デジタルカメラデジタルカメラデジタルカメラデジタルカメラ

種 類：メディア・メディア以外

サ イ ズ ：小型・標準・大型

販 売 手 数 料 ￥￥￥￥2,400

在庫保管手数料 ￥7.9 × ［(9.9×6.3×2.4) / (1,000)］×［30/30］= \1.1825352 ￥1

配送代行
手 数 料

出荷作業手数料 ［￥80］×［1］＝ \80

￥247発送手数料 ［￥160］×［1］＝ \160

発送重量手数料 ［￥1］×［178/25］= \7.12

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）*2 ￥0 ￥0 ￥150 ￥160 ￥0

発送重量手数料
（25gあたり）*3 ￥0 ￥1 ￥0 ￥1 ￥0

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）

￥70 ￥70 ￥130 ￥130 ￥250

左記に
準ずる

発送手数料

（出荷あたり）*4 ￥200 ￥300 ￥280 ￥310 ￥440

発送重量手数料 ￥0 ￥0 ￥0 ￥0 ￥0

FBA FBA FBA FBA 標準サービス料金表標準サービス料金表標準サービス料金表標準サービス料金表*1 （Amazon.co.jpで受注した商品の配送） FBAFBAFBAFBAマルチチャネルマルチチャネルマルチチャネルマルチチャネル サービス料金表サービス料金表サービス料金表サービス料金表*1 （Amazon.co.jp以外で受注した商品の配送）

配送代行手数料配送代行手数料配送代行手数料配送代行手数料 料金単価料金単価料金単価料金単価

*1 上記の金額は消費税を含みます。
*2 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。

*3 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。
*4 一件の出荷指示が複数の出荷に分割されることがあります。その場合は、それぞれの出荷に対し発送手数料がかかります。

（下記例では、Amazon.co.jpで受注した商品に対して、販売手数料は大口出品様の料金、保管日数は当月30日の月に30日間保管と想定して計算）\ 料金例

？？？？ FAQ－よくあるご質問

フルフィルメントフルフィルメントフルフィルメントフルフィルメント by Amazon の契約時にかかる料金は？の契約時にかかる料金は？の契約時にかかる料金は？の契約時にかかる料金は？

フルフィルメント by Amazon の契約時には料金は発生しません。

出品者様の商品がAmazon フルフィルメントセンターへ納品された時点から在庫保管料金

が発生します。

また、購入者から注文を受注後、商品の発送時に発送代行手数料がかかります。

納品の際の発送料は？納品の際の発送料は？納品の際の発送料は？納品の際の発送料は？

Amazon フルフィルメントセンターへの納品にかかる発送料は、発送元（出品者様）払いでお

願いいたします。

在庫保管手数料や配送代行手数料はいつ請求される在庫保管手数料や配送代行手数料はいつ請求される在庫保管手数料や配送代行手数料はいつ請求される在庫保管手数料や配送代行手数料はいつ請求される

のですか？のですか？のですか？のですか？
Amazon.co.jp へ出店・出品のご契約をいただいた場合、決済はセラーセントラ

ルもしくは出品用アカウントで設定された支払周期毎に行われます。フルフィル

メント by Amazonの在庫保管手数料は在庫商品がAmazon フルフィルメントセ

ンターで受領されてからの発生となり、保管日数に応じて加算されますが、決済

は毎月最初の決済日に行われます。配送代行手数料は、受注後、商品発送毎

の課金となり、設定された周期毎にその他の手数料と同時に決済が行われま

す。ご不明な点がございましたら、営業もしくはテクニカルサポートにお問い合わ

せください。

販 売 手 数 料 ￥￥￥￥2,250

在庫保管手数料 ￥7.9 ×［(49×36×28.5) / (1,000)］×［30/30］= \397.1646 ￥397

配送代行
手 数 料

出荷作業手数料 ［￥550］×［1］＝ \550

￥550発送手数料 ［￥0］×［1］＝ \0

発送重量手数料 ［￥0］×［1175/25］= \0

カテゴリ：ホーム&キッチン

サイズ：49×36×28.5（cm）

重量：11.75kg

FBA手数料 ￥￥￥￥947

出品者様へのご入金額 ￥￥￥￥11,803

商品の販売価格 ￥￥￥￥15,000

種 類：メディア・メディア以外

サ イ ズ ：小型・標準・大型

電子レンジ電子レンジ電子レンジ電子レンジ


