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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。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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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。  
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■はじめに■ 

この度は僕の無料レポートをご覧いただ

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！ 

 



マルチチャンネル販売者に朗報！FBA 納品先固定を解除した状態でも、無地ダンボールを利用

できます！FBA 納品時配送料無料サービスと、無地ダンボールを併用する裏技とは？ 

 

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

- 5 - 

 

FBAマルチチャンネルサービスで販路拡大！ 

 

FBA マルチチャンネルサービスとは、FBA に預けている在庫を、

あなたが自由なタイミングで、指定した場所に発送させる事が出来

るサービスです。 

 

これにより、Amazon 倉庫にある在庫であっても、楽天や Yahoo!

ショッピングで販売する事ができます。たとえば楽天のお客様から

注文が入れば、Amazon 倉庫で梱包してもらい、そのまま楽天のお

客様に発送してもらう事が可能です。 

 

しかし、ここで大きな問題があります。 
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楽天で買ったのに、なぜ Amazonから届いた！？ 

 

楽天のお客様は、当然楽天で注文した訳ですから、Amazon から

商品が届くなんて思っていません。注文した商品が Amazon のロゴ

入りである事に不信感を抱き、楽天にクレームを入れると言うケー

スが相次いでいます。 

これにより、楽天は、他社のロゴが入った段ボールを使って、楽

天で商品を販売する事を禁じました。そこで Amazon は新たに、ロ

ゴの無い「無地ダンボール」による配送を始めたのです。 

 

しかし、Amazon の倉庫によっては「無地ダンボール」が使えな

い倉庫があります。なので、FBA の納品先固定をする事により、

「無地ダンボール」に対応している倉庫だけに納品する必要があり

ました。 

しかし、困った事が起こりました。 
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FBA納品時配送料無料キャンペーン 

 

FBA へ配送する時の送料が無料になるキャンペーンが、2017 年

2 月～12 月まで行われる事になったのです。ルールさえ守れば、何

度でも、大きなサイズでも、全て配送料が無料になるこのキャンペ

ーンは、相当な経費削減が見込めます。 

 

しかしながら、この無料キャンペーンを使うためには、納品先固

定を解除しなければならないのです。つまり、無地ダンボールが使

えなくなってしまいます。 

 

無地ダンボールを使いたい⇒納品先を固定しないといけない 

FBA 配送料を無料にしたい⇒納品先固定を解除しないといけない 

まさに板ばさみ状態ですね… 
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楽天や Yahoo!ショッピングで併売をしている人にとっては、無地

ダンボールが使えないのは、クレームの原因にもなりますし、楽天

に至っては最悪、ルール違反による罰金の可能性もあります。 

 

納品時送料無料サービスは諦めなければならないのか？？しか

し、そんな事はありません。実は、無地ダンボール利用と、FBA 配

送料無料キャンペーンは、併用する事が出来るのです！ 

 

併用する方法とは！？ 
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無地ダンボール利用と、FBA配送料無料の併用 

 

実はとても簡単な事でした。以下のアドレスから Amazon に連絡

し、無地ダンボール利用と、FBA 配送料無料キャンペーンの併用を

お願いするだけなのです。 

 

アドレス：jp-fba-mcf@amazon.com 

以下、テンプレート 

============================================== 

①出品者様の正式名称（Legal Name） 

ショップ名：[ ] 

②セラーセントラルにご登録いただいている E メールアドレス 

（Seller central log-in E-mail address） 

アドレス：[ ] 

［備考］ 

FBA パートナーキャリア無料キャンペーンの同時利用を希望します。 

============================================== 

mailto:jp-fba-mcf@amazon.com
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利用許可のメールが届きました！ 

 

前ページにあるテンプレートに記入し、メールで連絡したとこ

ろ、翌日にはもう Amazon から返事が来ました。 

 

 

 

これからは、納品先が自動的に無地ダンボール対応の倉庫に指定

されます！しかし、既に、対応していない倉庫へ納品済みの物は、

一旦返送してから、また納品しないといけないとの事です。 
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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。 

納品先固定が必要なサービス、解除が必要なサービス、相反する

状況に頭を悩ませた方が他にもいるかもしれませんが、実は

Amazon に問い合わせれば簡単に解決する事でした。 

我々の意見も Amazon にとってはビジネスの上で重要だと思うの

で、意見、質問、要望などは積極的にした方がいいと思います。 

 

■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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■発行者情報■ 

 発行責任者：健一 

 メールアドレス：gynfo7472927612@garnetz.space 

➢ 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://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/


マルチチャンネル販売者に朗報！FBA 納品先固定を解除した状態でも、無地ダンボールを利用

できます！FBA 納品時配送料無料サービスと、無地ダンボールを併用する裏技とは？ 

 

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

- 13 - 

 

 

これからもよろしくお願い

します！ 

 


