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■推奨環境■ 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の Adobe 

Reader を無料でダウンロードしてください。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

■著作権について■ 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

このレポートの著作権はセドラー☆健一に属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、

流用、転売等することを禁じます。このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものと

みなします。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一

部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に

基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに

誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありまして

も、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任負わないことをご了承願います。 

このレポートのご利用は自己責任でお願いします。このレポートの利用することにより生じ

たいかなる結果につきましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わない

ことをご了承願います。  

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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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！ 

 

※ご注意ください 

このレポートは、2017 年 2 月に作成しております。Amazon の規約が変更にな

る可能性もございますので、あらかじめご了承ください。 
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第１章 FBA の『納品不備』に要注意！ 

 

せどりをやっている方であれば、大多数が Amazon の FBA を利用

していると思います。Amazon が商品管理も発送も代金の徴収も、

全てやってくれて非常に便利です。 

しかし、Amazon は規約が非常に厳しく、FBA 納品時も多数のル

ールが存在します。 

 

受取り拒否、受領遅延、手数料徴収 

最悪の場合、ＦＢＡが利用不可に！ 

 

FBA への納品時のルールを破ってしまうと、その程度によって

様々なペナルティを受けます。 
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 受取り拒否 

ＦＢＡに送った荷物を Amazon が受け取ってくれず、着払

いで返送される事です。往復の送料を負担する事になりま

す。 

 

 受領遅延 

受領が遅れて商品がなかなか販売状態にならないので、特

に高回転の商品を多く扱っている人は損失が大きくなりま

す。 

 

 手数料徴収 

納品不備に対する処理を Amazon がしてくれますが、その

分の手数料を課金されます。 

 

 FBA 利用不可 

最も重いペナルティです。FBA への納品が一切出来なくな

ります。改善書の提出などが必要となり、大きな労力と時

間をロスします。 

 

 

 

 



絶対に知っておきたい、FBA 納品における『１５のルール』受領遅延！手数料課金！納品停止！

知らなかったじゃ済まない、損害を受けるのはあなた自身です。 

 

 

Copyright (C) 201７ セドラー☆健一. All Rights Reserved. 

- 7 - 

 

FBA納品の規約を隅々まで理解しましょう！ 

 

Amazon と言う場で販売をさせて頂いている訳ですから、Amazon

が決めたルールに忠実に納品を行う事が大前提。 

毎日大量の荷物をさばいている Amazon にとって、納品不備の発

生は非常に厄介な問題です。 

Amazon は我々セドラーにとって大切なビジネスパートナーです。

ぜひルールを知って、納品不備０を目指しましょう！ 

 

こんな納品ルールがあったの！？ 

  

この無料レポートでは、意外と知られていない FBA 納品時のルー

ルや、違反するとヤバイ地雷ルールなどを紹介します。 

 

知らずにやってしまってないか、是非ご確認を！ 
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第２章 絶対にダメです！重度の納品不備。 

 

(1) 段ボールにハサミやカッターが混入する。 

 

 

商品の梱包の際は、カッターやハサミをよく使いますよね。 

しかし、これらの刃物が万が一梱包の段ボール内に紛れ込むと、

重度の納品不備となります。 

 

発覚次第、受領作業が中断され、FBA 納品を新たにできなくなり

ます。再び FBA を利用するには、改善書の提出などをし、Amazon

の許可を得なければなりません。 
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(2) 危険物に当たる商品に、警告ラベルを貼り忘れる 

 

 

Amazon では引火性の液体を含む商品などは「危険物」の扱いと

なり、通常とは納品の方法が異なります。 

特に忘れるとヤバイのが、上記の「危険物在中ラベル」です。 

危険物に該当する商品を納品する際は、このラベルを段ボールに

貼り付けないと、重度の納品不備としてペナルティを受けます。 

 

※危険物を FBA で扱うには、Amazon が主催する Web セミナーを受けなく

てはなりません。 

また、プラスチックの緩衝材を使ってはいけない、納品前に Amazon に申請

をしないといけないなど、様々なルールがありますので、危険物の取り扱いを

したい方は、Amazon のマニュアルで勉強しましょう。 
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第３章 ペナルティの危険性がある納品不備。 

 

(1) FBA の最大サイズオーバー 

 

 

 

FBA に納品できるサイズは決まっています。例えば上記のテレビ

はサイズオーバーにより、FBA を利用する事が出来ません。 

 

通常は 50cm×50cm×60cm（重さ 30kg）までの輸送箱が使え、

大型商品であれば、１商品のつき、3辺の合計が200cm（重さ40kg）

まで FBA が利用できます。 
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サイズオーバーは、そもそも荷物を受け取って貰えない可能性が

高く、着払いで返送されてしまいます。 
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(2) むき出し部分がある商品の梱包不備 

 

上記のようなドライバーや、ハサミ、カッターなど、鋭利な部分

を含む商品は、エアクッションなどの緩衝材でしっかりと包まなけ

ればなりません。また、商品ラベルは、梱包の上から貼り付けるよ

うにしてください。 

 

上記のような、商品の箱にむき出しの部分がある物は、ストレッ

チフィルムやビニール袋などで包んで下さい。また、ビニール袋を

利用する際は、窒息防止のための穴や警告文も必要です。 

 

納品不備により「販売不可在庫」となり、返送を余儀なくされる

場合があります。 
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(3) FBA ラベル貼り付け時、元のバーコードを隠さない 

 

 

商品に FBA ラベルシールを貼る場合は、元のバーコードが隠れる

ようにして貼り付けます。忘れがちなのは、１つの商品に複数バー

コードがある場合です。１つは FBA ラベルを重ねて隠し、残りのバ

ーコードは全て無地シールで隠しましょう。 

ラベル貼りを Amazon にやってもらう際は、複数バーコードがあ

る商品の場合、バーコード１つを残し、それ以外は無地シールで隠

さないといけません。 

 

※この納品不備は Amazon が処理して受領されますが、「納品不

備受領作業手数料」が課金されます。 
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(4) 複数の段ボールをまとめたり、段ボールを改造する 

  

梱包に使う段ボールを、加工して形を変えたり、複数の段ボール

をバンドでまとめて納品したりしてはいけません。 

これらの納品をすると、受取り拒否され、着払いで戻ってきてし

まう可能性があります。 
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(5) セット商品に「開封厳禁シール」を貼らない 

 

 

 

セット商品を入れた箱や、セット商品を包んだビニールには、「開

封厳禁シール」を貼らなければなりません。 

また、セット商品の場合は、元のバーコードが見えないように隠

して下さい。 
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(6) 重要事項をラベルシールで隠す 

 

 

 

医薬品や化粧品などは、法律上記載義務のある重要事項が書いて

ある部分を、FBA ラベルで隠してはいけません。 

また、上図のような曲面のある商品の場合は、ラベルシールは平

らな部分に貼るか、曲面に対して垂直に貼らなくてはいけません。 
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第４章 軽度と思われる納品不備。 

 

(1) 重さ 15kg を越える輸送箱は『重量超過』と明記する 

 

 

 

上記のように FBA 納品の段ボールが、重さ１５ｋｇを越える場合

には、「重量超過」と明記しなければなりません。 

 

今のところ、明記せずにペナルティや警告を受けたと言う話は聞

かないので、軽い規約違反と思われます。 
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(2) バラの発泡スチロールやシュレッダー紙を梱包に使う 

 

 

 

このようなバラの発泡スチロールや、シュレッダー裁断紙は、梱

包材として使ってはいけません。 

また、これらをビニール袋に詰めてクッションにした物も、梱包

には使えません。 
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(3) 商品数１０個未満で FBA パートナーキャリアを使用 

 

2017 年 2 月 1 日～12 月 31 日までの期間限定で、FBA パートナー

キャリアを使って FBA 納品すると、送料が無料になるキャンペーン

をやっています。 

送料無料になるには条件があり、小型・標準サイズの商品は、１

つの納品プランで１０点以上納品する事が条件です。 

しかしながら、１０点に満たなくても、画面上は送料が無料と表

示されてしまうため、１０点以上でないといけないルールを知らな

い人がいるようです。ルール違反を指摘されると、どんなペナルテ

ィがあるか分かりません。 

 

 

※１０点以上の商品を、最大５個までの段ボールに小分けにして

納品するのは OK です。 
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(4) 色あせ、汚れの激しい商品を納品 

 

 

 

上記のように、商品の箱がつぶれている、袋から飛び出している、

などの状態の場合は、受領されずに「販売不可在庫」になってしま

います。 

また、商品の箱が色あせている状態の物を新品として納品すると、

受領されない場合があります。 
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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。 

Amazon が納品不備に対して手数料を取るのを始めた事からも分

かるように、納品不備はかなり多く、Amazon も参っていると思わ

れます。納品不備を繰り返せば、重いペナルティが科せられる事も

ありますので、十分気を付けて下さい。 

この無料レポートが、あなたのために役立ってくれる事を祈って

おります。 

 

■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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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://brutality-ex.jp/fx38432/rCJpkV 

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

 メルマガではレポートやブログでは書けないような最新情

報・有料級の情報を書いていますので、上記登録フォーム

より、普段お使いのメールアドレスを登録して下さい。 

 

 

mailto:gynfo7472927612@garnetz.space
http://garnetz.space/
https://brutality-ex.jp/fx38432/rCJpkV
https://twelfth-ex.com/dm/38432/2/


絶対に知っておきたい、FBA 納品における『１５のルール』受領遅延！手数料課金！納品停止！

知らなかったじゃ済まない、損害を受けるのはあなた自身です。 
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これからもよろしくお願い

します！ 

 


