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■はじめに■ 

この度は僕の無料レポートをダウンロ

ードして頂き、ありがとうございます！ 

この無料レポートを作成しました、健一

と申します。 

 

～自己紹介～ 

初めまして！千葉県在住の健一と申します。僕は元々平凡なサラ

リーマンだったのですが、せどりとの出会いで人生が大きく変わり

ました。 

本業と並行しながらせどりの作業を日々続けた結果、１年後には

月商３５０万円を売り上げ、今ではせどりの会社を設立し、脱サラ

を果たしております。 

せどりは諦めずに続けて行けば、必ず成功が待っています。その

ために、この無料レポートが、あなたのお役に立てる事を願ってい

ます！ 

 

いよいよ次のページから始まります！ 

  

 



あなどったらアカン！法外な請求に頭まっ白…FBA”長期”在庫保

管料の恐怖。多額の請求を避ける方法と、逆手に取って儲ける方法

を公開！ 

 

 

Copyright (C) 2016 セドラー☆健一. All Rights Reserved. 

- 5 - 

第１章 FBA 在庫保管料とは？ 

 

Amazon を利用しているセドラーには当たり前のサービス、「FBA」。

Amazon が在庫保管も発送もやってくれて、めちゃ便利ですよね！ 

でも、在庫保管料って気にした事ありますか？もしかしたら、

想像以上の金額がかかっているかもしれません。 

 

(1) 通常の FBA 在庫保管料 

 

通常の FBA 在庫保管料とは、FBA にあずけている商品に対して、

商品ごとに決められた保管料を、毎月支払うシステムです。 

 

通常、商品が大きい程在庫保管料は高額になります。 

実際にどのぐらいかかるかは、以下のリンクをクリックして、

FBA 料金シミュレーターで調べましょう。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/hz/fba/profitabilitycalculat

or/index?lang=ja_JP 

https://sellercentral.amazon.co.jp/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=ja_JP
https://sellercentral.amazon.co.jp/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=ja_JP
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(2) FBA 料金シミュレーターで在庫保管料を調べる 

 

 

 

FBA 料金シミュレーターの画面を開いたら、 

調べたい商品の ASIN、JAN コード、商品名などを入力し、

検索をクリックします。 

 

複数の商品が表示されたら、自分が調べたい商品を探して選んで

ください。 
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次に、売りたい金額を適当に入力します。 

販売金額と保管料は関連性が無いので、金額はいくらでも構いま

せん。 

次に、計算ボタンをクリックします。 
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すると、上図のような画面になり、「月間保管手数料」のとこ

ろに、在庫保管料が表示されます。 

この商品は Blu-ray のディスクで、小さい商品のため、在庫保管

料は毎月２円と、とても安くなっています。 

 

では、大きい商品はどうでしょうか？ 
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こちらの調理器具は、在庫保管手数料は月３０４円となって

おり、先ほどのBlu-rayソフトと比べるとかなり高くなっています。 

 

このように、在庫保管料は、商品が大きい程高くなる事

が分かります。 
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第２章 超危険！FBA“長期”在庫保管手数料とは？ 

 

(1) 長期在庫保管手数料の定義 

 

FBA 在庫保管手数料について知っていても、長期在庫保管手数

料について気にした事が無いと言うのはとても危険です。 

 

FBA 長期在庫保管手数料は、同じ商品を１年以上 FBA に預け

っぱなしにした場合に、毎月の保管料とは別料金として徴

収されます。 

 

徴収日は毎年２月１５日と８月１５日と決まっており、そ

の時点で１年以上が経過した商品に対して請求がなされます。 
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(2) 長期在庫保管手数料はいくらかかるのか？ 

 

では実際に、どのくらいのお金が取られるのか見てみましょう。

以下は、僕のところにメールにて案内が来た、長期在庫保管

手数料の明細です。 

 

 

 

長期在庫保管手数料の対象商品数は「１個」、金額は「１１６

円」です。 

なんだ、大したことないじゃん、なんて思わないで下さい！ 
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これって、Blu-ray ソフトがたった１枚だけの値段なんで

す。先ほど調べた Blu-ray ソフトは、毎月の保管料が２円でしたが、

長期在庫保管手数料となると、約５年分もの保管料が別途発生

するのです！ 

 

長期在庫保管手数料は、次のように算出します。 

 

10cm×10cm×10cm 当たり 174.857 円 

上記の金額が１年分であり、その半分が課金されます。 

（請求は年に２回あるため、実際の請求額は半年分となります。） 

 

 

では、先ほどの調理器具がいくらの請求額になるか計算

しましょう。 
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FBA 料金シミュレーターを使えば、商品の寸法を調べる事も

できます。これを元にざっと計算すると、商品１個につき、 

 

なんと約３４００円！ 

 

たったの１商品ですよ！これはヤバイです。 
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第３章 長期在庫保管手数料を回避する 

 

(1) 長期在庫保管手数料に該当しないケース 

 

次のような場合は、１年以上 FBA にあずけていても、長期在庫保

管手数料が課金されません。 

 商品を一つしかあずけていない場合。 

（同一の商品を２つ以上あずけている時、２つ目からかか

ります。） 

 販売不可在庫の場合。 

（商品に何らかの問題があり、販売不可となっているもの

は課金されません。） 

 FBA を使わず自己発送で対応している商品。 

（FBA 倉庫を使わないため、当然かかりません。） 

 

補足ですが、同一商品を複数あずけている場合、商品一つ一つに対して、何

日保管しているかカウントされており、注文が入ると保管日数が長い物から出

荷されます。要は、たくさんあずけていても、納品日がバラバラであれば、ま

とめて全ての在庫に課金されるわけではありません。 
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(2) 長期在庫保管手数料の案内メールが来たら 

 

長期在庫保管手数料はいきなり取られるわけではありません。課

金される１～２カ月前に、メールで案内が来ます。Amazon からの

メールは必ず確認してください！ 

長期在庫保管手数料がもしも高額だった場合、課金日の２月１５

日、もしくは８月１５日までに、対策しなければなりません。以下、

主な対策方法です。 

 商品を値下げするなどして、課金日までに売ってし

まう。 

（長期在庫保管手数料の対象になった商品でも、課金日に

なった時点で在庫が１個以下になっていれば、課金されま

せん。） 

 商品を FBA 倉庫から返送してもらう。 

（あずけている商品を自分のところに戻せば、長期在庫保

管手数料はかかりません。課金日を過ぎたらまた FBA 倉庫

へ送ります。） 

 商品の所有権を放棄する。 

（要は商品を処分して貰う事です。売れる見込みがない場

合、返送するよりも処分して貰う方が安上がりです。） 
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(3) 在庫健全化ツールで在庫を管理する 

 

Amazon セラーセントラルの画面には、「在庫健全化ツール」

があり、自分の在庫がどのくらいの日数保管されているのか、など、

様々な在庫の状況をレポートする事が出来ます。 
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あなたの在庫はいかがでしょうか？たまに確認する事をお勧めし

ます。 

 

 



あなどったらアカン！法外な請求に頭まっ白…FBA”長期”在庫保

管料の恐怖。多額の請求を避ける方法と、逆手に取って儲ける方法

を公開！ 

 

 

Copyright (C) 2016 セドラー☆健一. All Rights Reserved. 

- 18 - 

第４章 長期在庫保管手数料を逆手に取って稼ぐ！ 

 

長期在庫保管手数料が危険だと言う事はお分かり頂けたかと思い

ます。では、逆に、長期在庫保管手数料のシステムを利用して儲け

る方法を紹介します。 

 

(1) ２月１５日と８月１５日が近づくと値下がりする商品

がある 

 

長期在庫保管手数料は２月１５日と８月１５日に課金されると説

明しました。つまり、この時期が迫ってくると、課金対象の

商品を持っているお店は、速く売り切ろうとして、値段を

下げて来る可能性があるのです。 

 

つまり、在庫保管手数料を取られるのが嫌で、速く売ろうとして

値下げしてくるお店を狙えば、通常よりもかなり安く買える可能性

があります。 
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以下のような商品が狙い目です。 

 

 大型商品 

（保管手数料が高額になるため。） 

 FBA 出品者が多い商品 

（長期在庫保管手数料が課金される対象が多い可能性があ

ります。） 

 比較的人気のない商品 

（売れにくい物は、長く保管されっぱなしになる場合が多

いです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 



あなどったらアカン！法外な請求に頭まっ白…FBA”長期”在庫保

管料の恐怖。多額の請求を避ける方法と、逆手に取って儲ける方法

を公開！ 

 

 

Copyright (C) 2016 セドラー☆健一. All Rights Reserved. 

- 20 - 

(2) モノレートで検証しよう 

 

次の商品をご覧下さい。 

 

 

 

2/10 の時点で 7956 円だった炊飯器を例に出します。2/10 と言

うと、もう少しで長期在庫保管手数料が課金される時期です。 
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2/13 になったら、5900 円まで下落しました！この商品の長期在

庫保管手数料を計算すると、半年ごとに約 2750 円と、かなり高額

であると分かりました。在庫を早く無くすために、値下げした事が

考えられます。 

さらに、その後すぐに価格が上がっています。つまり、このよう

なケースの場合、値段が下がるのを狙って仕入れが出来たという事

になりますね。 
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■おわりに■ 

ここまでご覧いただきありがとうございます。 

長期在庫保管手数料のシステムは、大きく損をする可能性と、商

品を安く買って儲けられる可能性があり、それを良く知る事は、あ

なたの損益につながると言う事です。 

せどりで大事なのは、豊富な知識です。色々な事をたくさん知る

事で、稼ぎは大きく変わります。今回の長期在庫保管手数料のよう

に、知っているか知らないかだけで、大きな差が生まれる場合があ

る事を、是非知っておいてくださいね。 

 

■自己紹介■ 

 

 ハンドルネーム：健一 

 

 座右の銘：楽はしない、偉ぶらない、誰のせいにもしない 

 

 自己紹介 URL：http://garnetz.space/ 

 

 

http://garnetz.space/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB/
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■発行者情報■ 

 

 発行責任者：健一 

 

 メールアドレス：gynfo7472927612@gmail.com 

 このレポートへのご意見、ご感想をお聞かせください。 

 

 メインブログ：「『せどり』を始めて１年で起業！脱サラ！独

立までの歩みと自由な日々」 

ブログトップページ：http://garnetz.space/ 

 健一がせどりの日々をブログ配信し、皆さんがもっと儲け

られるようにアドバイスします。 

 

 メルマガ：「健一流せどり術！初心者から始めて副業で月１０

万円！」 

メルマガ登録：https://twelfth-ex.com/rg/38432/2/ 

メルマガ解除：https://twelfth-ex.com/dm/38432/2/ 

 健一がせどりの様々な情報をメルマガで配信し、皆さんが

もっと儲けられるようにアドバイスします。 

 

 

mailto:gynfo7472927612@gmail.com
http://garnetz.space/
https://twelfth-ex.com/rg/38432/2/
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あなどったらアカン！法外な請求に頭まっ白…FBA”長期”在庫保

管料の恐怖。多額の請求を避ける方法と、逆手に取って儲ける方法

を公開！ 
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これからもよろしくお願い

します！ 

 


