
～Amazon物販～ 

商品の登録から納品まで 
 

ここではAmazon物販において商品を仕入した後に 

Amazon倉庫に商品を納品するまでの工程を記載しています。 

Step1～Step4までを順に行えば納品まで行う事が出来ます。 

中 古 商 品 の 清 掃 

商 品 の 登 録 

商 品 ラ ベ ル の 印 刷 

納 品 の 手 続 き 

必 要 な 物 品 

Step1： 

Step2： 

Step3： 

Step4： 

Step5： 



～Amazon物販・商品の登録から納品まで～ 

Step1：中古商品の清掃 
 

まずは中古品がある場合はすべての中古品の商品を 

出品できるように清掃と梱包をしていきます。 

中古なしの新品商品のみの場合はStep2に進んでください 

 

[所要時間：20min] 



1-①：中古商品の清掃 

※自分がもしその商品を購入してこの商品が届いたら納得できる、 

 という状態まで清掃すればOKです。 

※梱包材で包んだり、説明書を袋に入れるなどの工夫があれば、 

 お客様が感じるクオリティも上がります！！ 

※新品の商品は清掃する必要はありません。 

→傷のつかない布などで箱や商品(中古商品のみ)を拭きます。 

→ゲキ落ちくん(スプレー&スポンジ)で拭けばきれいになります。 

 

1-②：写真の撮影, 梱包作業 

※商品の全体がなるべくわかるように工夫して撮影しましょう！ 

 写真ひとつで売れ行きが変わります！！ 

※写真撮影, 梱包作業は『中古コンディション』の商品のみです。 

→Amazonには写真は6枚まで登録できます。 

→購入者さんが商品を受け取って開封していく感じをイメージして 

 撮影すればOKです。 

→撮影後または撮影をしながら、発送できるように梱包をしていきます。 

→箱無しは基本「良い」や「可」のコンディションになるので 

 慣れてきたらどんどん狙ってきましょう！ 

→クリーニング、写真は基本他の商品と同じです。 

→プチプチに包んだ後、PSvitaの右側にあるストレットフィルムで 

 ぐるぐる巻きにして、その上にラベル貼ってそのままダンボールに 

 詰めて送ればOKです！ 

→PS3はコンディション「良い」PSvitaはコンディション「可」 



～Amazon物販・商品の登録から納品まで～ 

Step2：商品の登録 
 

買ってきた商品を自分のAmazon Sellerで出品できるように 

全ての商品を登録していきます。 

 

[所要時間：10min] 



2-①：『Amazonセラーセントラル サインイン画面』を開いて、 

   メールアドレス, パスワードを入力してサインインボタンをクリック。 

   サインイン画面→ https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/homepage.html  

2-②：セントラルTOPの[カタログ]→[商品登録]をクリック。 

① 

② 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/homepage.html


2-③：検索窓に購入してきた商品のJANコード(商品のバーコードの下にある 

   13桁の数字)を入力して[検索]ボタンをクリック。 

2-④：検索された商品を確認して[出品]ボタンをクリック。 

③ 

④ 



2-⑤：下の画面が表示されたら[詳細表示]ボタンをクリック。 

2-⑥：詳細が表示されたら商品情報を入力していく。 

 A：出品者SKU →181018-yd-3980 

   ※2018年10月18日にヤマダ電機で3,980円で仕入れした商品の場合 

 B：販売価格 →【※1_商品の出品価格について】を参照 

 C：コンディション →【※2_コンディションについて】を参照 

 D：コンディション説明 →【※3_コンディション説明文について】を参照 

 E：フルフィルメントチャネル → Amazon発送代行, カスタマーにチェック 

④ 

A 
B 

C 
D 

E 

 支払オプションは 

コンビニ決済にチェック 

 
ポイントは 

新品なら1%, 中古は0%でOK!! 

 最後に『保存』をクリック 

⑤ 



【※1_商品の出品価格について】      [←戻る] 

 

※基本は自分と同じ発送方法(FBA or 自己発送)で同じコンディションの 

 最安値を基準にします。ただし、Amazonの出品者でコンディションを 

 間違って値付けをしている人も多いので本当の状態を見極めましょう。 

 これは他の出品者の商品説明を見ればわかります。 

 

 

『同じ発送方法の比較対象がいない場合 』 

→FBA発送であれば自己発送の商品の価格(+送料も考慮)の5～10%の 

 上乗せ価格までであればスムーズに売れていきます。 

→ただし、上乗せの上限は1,000円くらいまでが妥当です。 

 

 

『同じコンディションの比較対象がいない場合 』 

→自分よりも1つコンディションの劣る売値に5～10%上乗せした 

 価格設定にします。 

 (中古コンディションは [ほぼ新品]>[非常に良い]>[良い]>[可] ) 

→上乗せ時のコツは売値の1桁目は変更しない事です。 

 ○4,800円→5,040円 = ×(5%上乗せ時） 

 ○4,800円→4,980円 = ×(5%上乗せしていないがこれで出品して下さい） 

 

 

『ライバルにAmazonからの出品がある場合 』 

→Amazon販売の数十円～100円下げるだけで売れていきます。 

→上記の上乗せのコツの逆テクニックで、価格の1桁目の数字を 

 下げると、良い印象になります。 



【※2_コンディションについて】      [←戻る] 
 

※仕入時には基本的には購入して手元に届いた際に不快に感じない『状態の良いもの』のみを 

 仕入れてください。 

 

※以下を参考にし、怪しいと思うのなら1つ下のコンディションを設定します。 

 購入者さんの考えていたものよりも良いコンディションのものが届くことによって、 

 大きく評価につながってきます！これは仕入れの時から意識しておきます♪ 

 

『新品』 
○未開封品、未使用品、展示品でも未通電や明らかに新品に見えるもの。 

→たまに未使用品かどうかわからないけど、新品で攻める場合もあります(自己責任で)。 

 

『中古-ほぼ新品』 
○これ新品じゃないの？と疑うくらい綺麗ならほぼ新品で出品しています。 

→展示品のキズあり。 

→新品展示品で箱が無いもの。 

→未使用品かどうかわからないくらい綺麗なもの。 

→限定版のゲームソフトなどで、ゲームソフト以外未開封なもの。 

→家電商品で本体以外の付属品が未開封なものが多い時などなど。 

 

『中古-非常に良い』 
○中古せどりは基本非常に良いで出せるものを仕入れます。 

→基本は箱説明付きの完品を指します。 

→本体の状態は綺麗なもの、若干のキズ位ならOKです。 

→目立つようなら良いに下げましょう。 

→CDやDVD.ゲームソフトはディスクに傷があれば良いにした方が無難です。 

 

『中古-良い』 
○などなど。非常に良いにしにくいものは良いにします。 

○欠品を買い足して非常に良いで売るのはとても有効な手段です。 

→付属品などは揃っているけど箱や説明書が無いもの。 

→欠品があるもの。 

→キズの目立つもの。 

→箱がボロボロのもの。 

 

『中古-可』 
○最低限使えるレベルのもの。 

○可で売れる位安く売っているのであればどんどん仕入れましょう。 

ただし「可」の商品は少し慣れてきてから仕入れましょう。 

→本体のみ。 

→ジャンク品。 

→欠品が多いもの。 

→キズだらけのもの。 



【※3_コンディション説明文について】    [←戻る] 

 

※お客様にメリットのある順番、知りたい順番に説明する。 

 お客様が不安に感じる事はひとつ残らず解決できる文章にする！ 

 商品やパッケージの状態が良くない場合には『マイナスの情報の後に 

 プラスの情報を書く』ことによって良い印象を与えられます！！ 

 コンディションは偽りなくありのままの状態を書きましょう！！ 

 

◇例文◇ 

 

当日お急ぎ便対応！  

【商品について】『国内正規品/新品未開封』パッケージも良好です。 

◆在庫は確実にございます 

◆本日、全国無料発送！コンビニ受け取り可能 

◆納品時に専門スタッフによるクリーニング済ですのでご安心下さいませ。 

◆発送事故保証！追跡番号あり！完全防水発送！ 

◆商品管理ラベルはきれいにはがせます 

◆当店へのお問い合わせは、２４時間年中無休でメールにて受付けておりま

す。お電話の場合は、Amazonのカスタマーサポートにて対応いたします。 

安心してお買い求めくださいませ。 

エクスプレスマーケット大阪本店 カスタマーセンター担当：○○○ 

 
 

○1行目 

→当日お急ぎ便の使用率は全体の注文の1/3～1/2もあります！ 

 半数近くのお客様のほしい情報です。 
 

○2行目 

→新品開封品での出品と差をつけるために未開封を記載しています。 

→商品状態が異なる場合には後ろの部分を『パッケージの角にへこみがあります。』 

 などに変更します。 
 

○3行目 

→注文後に在庫切れキャンセルというのをお客様は嫌うため記載しています！ 
 

○5行目 

→『丁寧な扱いやきめ細やかな対応をしてくれそうなお店だ』と思ってもらえます。 



2-⑦：[保存して次に進む]ボタンをクリック。 

2-⑧：[+危険物情報を追加]ボタンをクリック。 

⑦ 

⑧ 

 [電池情報], [製品規制情報] 

どちらも『いいえ』にチェックする。 



2-⑨：[保存して次に進む]ボタンをクリック。 

2-⑩：ここまでで商品の登録は完了です。 

   左上の[amazon seller central]ボタンをクリックしてトップ画面に戻ります。 

⑨ 

⑩ 

2-⑪：続けて登録するには[2-①]から繰り返し作業を行ってください。 



～Amazon物販・商品の登録から納品まで～ 

Step3：商品ラベルの印刷 
 

登録をした商品をAmazonに送った際にAmazonが商品を 

判別するためのバーコードを印刷して貼り付けていきます。 

 

[所要時間：5min] 



3-①：[在庫] → [在庫管理]ボタンをクリック。 

3-②：納品をしたい商品のラベルを印刷します。 

   対象商品にチェックをつける。 

① 

② 



3-③：[選択中の商品を一括操作] → [商品ラベルを印刷]ボタンをクリック。 

3-④：[はい、続けます。]をクリック。 

③ 

④ 



3-⑤：商品の個数を入力し、 [商品ラベルを印刷]ボタンをクリック。 

3-⑥：デスクトップに保存した[products.pdf]のファイルを開く。 

⑤(1) 

⑥ 

 使用する商品ラベルのサイズに 

合わせてラベルサイズを選択する。 

 デスクトップにファイルを保存する。 

 デスクトップに保存されたファイルを開く。 

⑤(2) 

⑤(3) 



3-⑦：開いたPDFファイルをラベルシールに印刷する。 

3-⑨：ここまでで商品ラベルの印刷, 貼り付けは完了です。 

   左上の[amazon seller central]ボタンをクリックしてトップ画面に戻ります。 

⑦ 

3-⑧：印刷したバーコードラベルは各商品に貼り付ける。 

   ※商品のバーコードが隠れるように貼り付けていく。(↓下の写真参照) 

 商品ラベル 

 商品ラベル 



～Amazon物販・商品の登録から納品まで～ 

Step4：納品の手続き 
 

最後に、[登録]→[バーコードの貼付]が完了した商品を 

Amazon倉庫に送るための納品手続きを行います。 

 

[所要時間：15min] 



4-①：[在庫] → [在庫管理]ボタンをクリック。 

4-②：納品をする商品を段ボールに詰めていきます。 

   対象商品にチェックをつける。 

① 

② 



4-③：[選択中の商品を一括操作] → [在庫商品を納品/補充する]ボタンを 

   クリック。 

4-④：[はい、続けます。]をクリック。 

③ 

④ 



4-⑤：[個別の商品]を選択する → [続ける]ボタンをクリック。 

4-⑥：各商品の個数を入力。 

   数値を入力後に[続ける]を選択する。 

⑤(1) 

⑥ 

 [続ける]を選択する。 

 [続ける]を選択する。 

⑤(2) 



4-⑦： [続ける]ボタンをクリック。 

4-⑧：各商品の個数を入力。 

   数値を入力後に[続ける]を選択する。 

 [続ける]を選択する。 

⑦ 

 [続ける]を選択する。 

⑧ 



4-⑨： [続ける]ボタンをクリック。 

4-⑩：[納品作業を続ける]を選択する。 

 [納品を作成する]を選択する。 ⑨ 

 [納品作業を続ける]を選択する。 

⑩ 



4-⑪：[商品の確認と修正]を選択する。 

   商品の一覧を確認しながら段ボール箱に商品を詰めていく。 

4-⑫： 商品を段ボールに詰め終わったら、 

    ○配送方法 → [FBAキャリアパートナー]を選択。 

⑫ 

 商品の一覧 

⑪ 



4-⑬：[輸送箱] → [輸送箱数【1箱】]を選択。 

4-⑭：段ボール箱の『重量』,『サイズ(cm)』を入力 → [確認する]を選択。 

   →重量 ：基本的には25kg未満で1箱を荷造りします。 

        25kg以上になると送料が+500円になる。 

        30kg以上になるとゆうパックで送ることはできません。 

   →サイズ：3辺の合計が160cm以内, 160サイズまでのサイズの 

        段ボール箱で荷造りをします。 

 

   ※配送する商品の間違いや重量オーバーなどのために納品プランを 

    修正したい場合には画面下にある[納品を削除]を選択して、 

    納品プランを作成しなおしてください。 

⑬ 

⑭ 



4-⑯： [FBAキャリアパートナーに同意]を選択し[請求額を承認]をクリック。 

4-⑮：[計算する]を選択する。 

⑯ 

⑮ 



4-⑱：デスクトップに保存した配送ラベルを開いて、印刷をする。 

   『FBA納品用バーコード』と『ゆうパック配送伝票』の計2枚を 

   A4用紙に印刷する。 

4-⑰：[配送ラベルを印刷]を選択する。 

   PDFファイルをデスクトップに保存する。 

⑰(1) 

 PDFを開く 

 A4用紙に印刷をする 

⑰(2) 

⑰(3) 



4-⑲： 商品を詰めた段ボールに、『FBA納品用バーコード』を切り取って 

   貼り付ける。『ゆうパック配送伝票』は配達員に渡す。 

   ※輸送箱が15kg以上の場合は箱の上面, 側面に「重量超過」と 

    油性ペンで記入する。 

4-⑳：[クリックすると納品が完了します]を選択する。 

⑳ 

※これで納品までのすべての工程は終了です！お疲れ様でした！！ 

 近くの郵便局に電話をして「集荷をお願いします」とお伝えください。 

 郵便局員が家まで段ボールを取りに来てくれます。 

 『FBA納品用バーコード』 

切り取って貼り付ける 

 『ゆうパック配送伝票』 

配達員に渡す 



～Amazon物販・商品の登録から納品まで～ 

Step5：必要な物品 
 

この工程では実際に行う作業はありません。 

これからあなたがAmazon物販をしていく際に 

必要になる物品を載せておきます。 

 

[所要時間：-min] 



【梱包資材】 

 

◆段ボール箱 

 →段ボール(160サイズ①) 

 →段ボール(160サイズ②) 

  (※ホームセンターなどでもらってもOK) 

 

◆シールはがし 

 →超強力ラベルはがし 雷神 100ml  

  (100均にも類似品はあります！)  

 

◆エアクッション 

 →川上産業 プチプチ 緩衝材 ロール 

  (※コーナンが20m、450円くらいで安いです。)  

 

◆ストレットフィルム 

 →YAMAZEN ハンディラップ セット品 

  (※必須ではありません)  

 

◆OPP袋 

 →ベルベ OPPバッグリップ付 
  (※100均にもあります！説明書を入れたりします。必須ではない。) 

 

◆はがしやすいFBAラベル 

 →A4 40面 100枚 (4,000片) 

 →A4 24面 100枚 (2,400片) 

【清掃用品】 

◆ウェットティッシュ 

◆ティッシュ 

◆綿棒 

◆眼鏡拭き 

Et cetera... 

https://item.rakuten.co.jp/fujidan/10000318/
https://item.rakuten.co.jp/logi-mart/51z33-20/
https://www.amazon.co.jp/dp/B004XKQJ3A
https://www.amazon.co.jp/dp/B0168H8SIY
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XW4QHNS
https://www.amazon.co.jp/dp/B016W87GLE
https://www.amazon.co.jp/dp/B078L923SY
https://www.amazon.co.jp/dp/B00DI3D68Y

