
FBAパートナーキャリア 料金表

3辺サイズ

納品元地域

同一県内
（神奈川県）

北海道 東北 関東/信越 東海/北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

60 ¥570 ¥783 ¥692 ¥692 ¥692 ¥748 ¥760 ¥760 ¥828 ¥930

80 ¥738 ¥839 ¥748 ¥748 ¥748 ¥783 ¥806 ¥806 ¥862 ¥998

100 ¥783 ¥885 ¥806 ¥806 ¥806 ¥851 ¥862 ¥862 ¥907 ¥1,089

120 ¥828 ¥964 ¥851 ¥851 ¥851 ¥896 ¥953 ¥953 ¥987 ¥1,247

140 ¥1,010 ¥1,247 ¥1,078 ¥1,078 ¥1,078 ¥1,123 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,247 ¥1,644

160 ¥1,066 ¥1,474 ¥1,111 ¥1,111 ¥1,111 ¥1,134 ¥1,361 ¥1,361 ¥1,531 ¥1,928

170 ¥1,111 ¥1,814 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,191 ¥1,474 ¥1,474 ¥1,928 ¥2,098

(消費税込)小田原FC（FSZ1）へ納品する場合

• 納品時の輸送箱は50cm x 60cm x 50cm以下のサイズのものを使用してください

• 商品単体のサイズが上記の輸送箱のサイズに収まらない大型商品またはアパレル商品の場合、 もしくは、メーカーの専用輸送箱での納品に限り、
170サイズまで利用可能です

• 地域の定義は以下の通りです
北海道 ：北海道
東北 ：青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
関東/信越 ：茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・新潟県・長野県
東海/北陸 ：岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・富山県・石川県・福井県
近畿 ：滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
中国 ：鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
四国 ：徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州 ：福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
沖縄 ：沖縄県

本誌に記載の内容は2015年9月1日時点での料金表となります。サービス内容、およびインターネットサイト上の表示等は変更となることがありますのでご了承ください。
© Copyright 2015 Amazon.com Inc. and its affiliates. 無断転載・複製を禁止します。

3辺サイズ

納品元地域

同一県内
（埼玉県）

北海道 東北 関東/信越 東海/北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

60 ¥570 ¥783 ¥692 ¥692 ¥692 ¥748 ¥760 ¥760 ¥828 ¥930

80 ¥738 ¥839 ¥748 ¥748 ¥748 ¥783 ¥806 ¥806 ¥862 ¥998

100 ¥783 ¥885 ¥806 ¥806 ¥806 ¥851 ¥862 ¥862 ¥907 ¥1,089

120 ¥828 ¥964 ¥851 ¥851 ¥851 ¥896 ¥953 ¥953 ¥987 ¥1,247

140 ¥1,010 ¥1,247 ¥1,078 ¥1,078 ¥1,078 ¥1,123 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,247 ¥1,644

160 ¥1,066 ¥1,474 ¥1,111 ¥1,111 ¥1,111 ¥1,134 ¥1,361 ¥1,361 ¥1,531 ¥1,928

170 ¥1,111 ¥1,814 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,191 ¥1,474 ¥1,474 ¥1,928 ¥2,098

(消費税込)川越FC（NRT5）・川島FC（HND3）・狭山FC（HND2）へ納品する場合

3辺サイズ

納品元地域

同一県内
（千葉県）

北海道 東北 関東/信越 東海/北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

60 ¥570 ¥783 ¥692 ¥692 ¥692 ¥748 ¥760 ¥760 ¥828 ¥930

80 ¥738 ¥839 ¥748 ¥748 ¥748 ¥783 ¥806 ¥806 ¥862 ¥998

100 ¥783 ¥885 ¥806 ¥806 ¥806 ¥851 ¥862 ¥862 ¥907 ¥1,089

120 ¥828 ¥964 ¥851 ¥851 ¥851 ¥896 ¥953 ¥953 ¥987 ¥1,247

140 ¥1,010 ¥1,247 ¥1,078 ¥1,078 ¥1,078 ¥1,123 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,247 ¥1,644

160 ¥1,066 ¥1,474 ¥1,111 ¥1,111 ¥1,111 ¥1,134 ¥1,361 ¥1,361 ¥1,531 ¥1,928

170 ¥1,111 ¥1,814 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,191 ¥1,474 ¥1,474 ¥1,928 ¥2,098

(消費税込)市川FC（NRT1）・八千代FC（NRT2）へ納品する場合



FBAパートナーキャリア 料金表

3辺サイズ

納品元地域

同一県内
（岐阜県）

北海道 東北 関東/信越 東海/北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

60 ¥570 ¥828 ¥748 ¥692 ¥692 ¥692 ¥748 ¥748 ¥760 ¥930

80 ¥738 ¥862 ¥783 ¥748 ¥748 ¥748 ¥783 ¥783 ¥806 ¥998

100 ¥783 ¥907 ¥851 ¥806 ¥806 ¥806 ¥851 ¥851 ¥862 ¥1,089

120 ¥828 ¥987 ¥896 ¥851 ¥851 ¥851 ¥896 ¥896 ¥953 ¥1,247

140 ¥1,010 ¥1,247 ¥1,123 ¥1,078 ¥1,078 ¥1,078 ¥1,123 ¥1,123 ¥1,134 ¥1,644

160 ¥1,066 ¥1,531 ¥1,134 ¥1,111 ¥1,111 ¥1,111 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,361 ¥1,928

170 ¥1,111 ¥1,928 ¥1,191 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,191 ¥1,191 ¥1,474 ¥2,098

(消費税込)多治見FC（NGO2）へ納品する場合

3辺サイズ

納品元地域

同一県内
（大阪府）

北海道 東北 関東/信越 東海/北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

60 ¥570 ¥930 ¥760 ¥748 ¥692 ¥692 ¥692 ¥692 ¥748 ¥930

80 ¥738 ¥998 ¥806 ¥783 ¥748 ¥748 ¥748 ¥748 ¥783 ¥998

100 ¥783 ¥1,089 ¥862 ¥851 ¥806 ¥806 ¥806 ¥806 ¥851 ¥1,089

120 ¥828 ¥1,247 ¥953 ¥896 ¥851 ¥851 ¥851 ¥851 ¥896 ¥1,247

140 ¥1,010 ¥1,644 ¥1,134 ¥1,123 ¥1,078 ¥1,078 ¥1,078 ¥1,078 ¥1,123 ¥1,644

160 ¥1,066 ¥1,928 ¥1,361 ¥1,134 ¥1,111 ¥1,111 ¥1,111 ¥1,111 ¥1,134 ¥1,928

170 ¥1,111 ¥2,098 ¥1,474 ¥1,191 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,134 ¥1,191 ¥2,098

(消費税込)堺FC（KIX1）・大東FC（KIX2）へ納品する場合

3辺サイズ

納品元地域

同一県内
（佐賀県）

北海道 東北 関東/信越 東海/北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

60 ¥570 ¥1,406 ¥930 ¥828 ¥760 ¥748 ¥692 ¥748 ¥692 ¥930

80 ¥738 ¥1,588 ¥998 ¥862 ¥806 ¥783 ¥748 ¥783 ¥748 ¥998

100 ¥783 ¥1,701 ¥1,089 ¥907 ¥862 ¥851 ¥806 ¥851 ¥806 ¥1,089

120 ¥828 ¥1,814 ¥1,247 ¥987 ¥953 ¥896 ¥851 ¥896 ¥851 ¥1,247

140 ¥1,010 ¥1,928 ¥1,644 ¥1,247 ¥1,134 ¥1,123 ¥1,078 ¥1,123 ¥1,078 ¥1,644

160 ¥1,066 ¥2,041 ¥1,928 ¥1,531 ¥1,361 ¥1,134 ¥1,111 ¥1,134 ¥1,111 ¥1,928

170 ¥1,111 ¥2,155 ¥2,098 ¥1,928 ¥1,474 ¥1,191 ¥1,134 ¥1,191 ¥1,134 ¥2,098

(消費税込)鳥栖FC（HSG1）へ納品する場合

• 納品時の輸送箱は50cm x 60cm x 50cm以下のサイズのものを使用してください

• 商品単体のサイズが上記の輸送箱のサイズに収まらない大型商品またはアパレル商品の場合、 もしくは、メーカーの専用輸送箱での納品に限り、
170サイズまで利用可能です

• 地域の定義は以下の通りです
北海道 ：北海道
東北 ：青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
関東/信越 ：茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・新潟県・長野県
東海/北陸 ：岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・富山県・石川県・福井県
近畿 ：滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
中国 ：鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
四国 ：徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州 ：福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
沖縄 ：沖縄県

本誌に記載の内容は2015年9月1日時点での料金表となります。サービス内容、およびインターネットサイト上の表示等は変更となることがありますのでご了承ください。
© Copyright 2015 Amazon.com Inc. and its affiliates. 無断転載・複製を禁止します。
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• 納品時の輸送箱は50cm x 60cm x 50cm以下のサイズのものを使用してください

• 商品単体のサイズが上記の輸送箱のサイズに収まらない大型商品またはアパレル商品の場合、 もしくは、メーカーの専用輸送箱での納品に限り、
170サイズまで利用可能です

• 地域の定義は以下の通りです
北海道 ：北海道
東北 ：青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
関東/信越 ：茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・新潟県・長野県
東海/北陸 ：岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・富山県・石川県・福井県
近畿 ：滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
中国 ：鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
四国 ：徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州 ：福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
沖縄 ：沖縄県

FBAパートナーキャリア 料金表

藤井寺FC(KIX4)へ納品する場合

3辺サイズ

納品元地域

同一県内
（大阪府）

北海道 東北 関東/信越 東海/北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

60 ¥613 ¥998 ¥817 ¥794 ¥726 ¥726 ¥726 ¥726 ¥794 ¥998

80 ¥828 ¥1,055 ¥908 ¥885 ¥851 ¥851 ¥851 ¥851 ¥885 ¥1,055

100 ¥896 ¥1,452 ¥1,112 ¥1,021 ¥942 ¥942 ¥942 ¥942 ¥1,021 ¥1,452

120 ¥1,169 ¥1,917 ¥1,361 ¥1,305 ¥1,248 ¥1,248 ¥1,248 ¥1,248 ¥1,305 ¥1,917

140 ¥1,418 ¥1,962 ¥1,656 ¥1,565 ¥1,463 ¥1,463 ¥1,463 ¥1,463 ¥1,565 ¥1,962

160 ¥1,611 ¥2,155 ¥1,849 ¥1,747 ¥1,667 ¥1,667 ¥1,667 ¥1,667 ¥1,747 ¥2,155

170 ¥1,883 ¥2,461 ¥2,144 ¥2,042 ¥1,940 ¥1,940 ¥1,940 ¥1,940 ¥2,042 ¥2,461

3辺サイズ

納品元地域

同一県内
（千葉県）

北海道 東北 関東/信越 東海/北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

60 ¥613 ¥840 ¥726 ¥726 ¥726 ¥794 ¥817 ¥817 ¥885 ¥998

80 ¥828 ¥942 ¥851 ¥851 ¥851 ¥885 ¥908 ¥908 ¥964 ¥1,055

100 ¥896 ¥1,191 ¥942 ¥942 ¥942 ¥1,021 ¥1,112 ¥1,112 ¥1,271 ¥1,452

120 ¥1,169 ¥1,565 ¥1,248 ¥1,248 ¥1,248 ¥1,305 ¥1,361 ¥1,361 ¥1,656 ¥1,917

140 ¥1,418 ¥1,747 ¥1,463 ¥1,463 ¥1,463 ¥1,565 ¥1,656 ¥1,656 ¥1,838 ¥1,962

160 ¥1,611 ¥1,951 ¥1,667 ¥1,667 ¥1,667 ¥1,747 ¥1,849 ¥1,849 ¥2,042 ¥2,155

170 ¥1,883 ¥2,234 ¥1,940 ¥1,940 ¥1,940 ¥2,042 ¥2,144 ¥2,144 ¥2,337 ¥2,461

VJWAへ納品する場合


