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【著作権について】 

 

本書は著作権法で保護されている著作物です。 

本書の取り扱いには以下の点にご注意ください。 

本書の著作権は、ma-ma.com（以下、乙と称す）にあります。 

本書の開封を以て下記の事項に同意したものとみなします。 

 

■乙に許可無く、本書の一部または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電

子ファイル、ビデオ、テープレコーダー等）により、複製、流用及び転載、転売

（オークション含む）する事を禁じます。 

 

■著作権等の違反行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時
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は、関係法規に基づき損害賠償請求を行うなど、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。 

■本書に書かれた情報は、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。 

 

■ このテキスト作成には万全を期しておりますが、万が一誤り、 

不正確な情報がありましても、乙が一切の責任を負わないことをご了承願いま

す。 

 

■本書を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 
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乙は一切の責任を負わないことご了承願います。 

※インターネットでの公開や掲示板での悪質な書き込みを行ったことが確認され

た場合は、厳正に対処させていただきます。 
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ごあいさつ 

 

この度は、【ヤマダマヤ♪の ５ステップで始める 

中国輸入 Amazon 販売スタートアップマニュアル】を

手に取っていただき、ありがとうございました！ 

 

最初に自己紹介させてください。 

執筆者のヤマダマヤ♪と申します。 

中学生１人、小学生２人のママをしております。 

主人の会社が倒産したのをきっかけに、子供たちの

お稽古代を稼ぐために、中国輸入を始めました。 
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完全在宅で、外に一歩も出ることなく、中国輸入で安定して稼いでいます。 

その中国輸入も、始めて５年になりました。 

 

思い切って中国輸入を始めたお陰で、生活も潤い、それを家族に還元すること

が出来るようになりました。 

他人に依存することなく、自分で稼ぐ力を身に付けることによって、経済的不安

を払拭することが出来たんです！  

 

誰にでも出来る中国輸入の魅力を多くの方に広めたい！ その思いでブログや

メルマガで中国輸入について書き始めました。 

すると、沢山のご質問・ご相談を頂くようになりました。 
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一番多いのが、 

「興味はあるけど始め方が分からない」 

「何から始めたらいいのか分からない」と言うご質問。 

 

これに個別でお答えしていましたが、パソコン音痴、インターネットビジネス

をしたことない方に、いきなり中国輸入をおススメしても、なかなかイメージが

湧かず、伝わらないのかな、と思うようになりました。 

なぜなら、私自身が、パソコン音痴で、専門用語が分からず、苦労した経験が

あるからです。 

 

そこで、超が付くほどのパソコン・インターネット初心者の方でも、ご自身で
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始めていただける指南書のようなものが必要とされていることに気付きました。 

  

このテキストでは、中国輸入超初心者の方でも、安心して取り組めるように、

出来るだけ詳しく、初歩の初歩からお伝えすることを一番に考えて仕上げていま

す。 

 何度も読み返していただき、まずは、５ステップの作業全てに慣れて下さい。 

どれも繰り返し取り組んで行く中で、習得できることばかりです。  

 全て完全自宅で出来る作業ですので、是非、習得して、ご自身の力で収入を手

に入れて下さい。 続けることこそが、次第に効率よく稼ぐことにつながり、経

済的な不安を払拭し、結果、周りをも幸せに出来る近道だと信じております。 
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 みなさまに、明るい未来が訪れますよう、心よりお祈り申し上げます。 
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始 め に 
 

 

中国輸入って？ 

 

どうして中国輸入がおススメなのでしょうか？  

 

最大の魅力は、その仕入れ値の安さにあります。 

「中国商品なんて・・・」とお思いですか？ むし

ろ、日本にはすでに中国製品が溢れ、日本製を探す

ことの方が難しいのではないでしょうか？ 
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２０年以上前、中国では経済開発が行われ、外資系企業がこぞって中国へ技術提

供しました。 

今はその技術が定着し、昔のような「粗悪品」と言うイメージは少なくなってき

ています。 

まだまだ、と言うところもありますが、実際に届く商品で確認してみて下さい。 

思ったよりも良い品が届くこともあります。 

逆に、「やっぱりね。。。」と言う場合もありますが＾＾； 

その場合は、しっかり検品作業をして、日本品質に近づけてから販売すれば良い

のです。 

 

「安く仕入れて仕入れ値以上で売る」 
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これは、物販では鉄則でありますが、この鉄則がサックリと当てはまるのが中国

輸入だと思います。 

これから、中国輸入で販売して行く流れを５つのステップに分けて、順番にご説

明して行きます。 

 

どれも最初は覚えるのが大変だと思います。 

ですが、一度覚えてしまえば、後は繰り返しの作業となりますので、途中で投げ

出さずに、取り組んで下さいね！ 

ここが一番の踏ん張りどころなのです。 

逆にここさえ乗り越えれば、後は慣れた作業、と言うことになりますので、諦め

ずに取り組んで行きましょう！ 
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そして、是非、ご自身で「稼ぐ力」を身に付けて下さい。 

経済的不安を払拭するためには、他人に依存せず、自分の力で稼げるようになっ

て下さい。 

諦めなければ稼げます。 

努力なしでは稼げません。 
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中国輸入 → Amazon 販売 の流れ 

 

自宅にいながら仕入れをするのですから、絶対に必要な物があります。 

 

それは、パソコンとインターネットが使える環境。 

パソコンだけではいけませんし、インターネットが繋がっていないと自宅でいな

がらにして、中国輸入を始めることが出来ません。 

 

完全自宅で始められる中国輸入は、インターネットが普及した今の時代だからこ

そ、手軽に海外から買い付ける魅力が味わえるのです。 
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上の図をご覧ください 

自宅で、インターネットが繋がったパソコンで、中国商品を選びます。 

それを、中国大陸にいる代行業者に注文します。 

代行業者が、中国サイトのショップに注文を入れてくれます。(買い付け) 

パソコンで商品を注文 自宅で商品を受け取る 

代行業者 

中国サイトのショップ 

買付

付け 

発送 
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中国サイトのショップから、代行業者の事務所に届いた商品を、代行業者が梱包

して、日本のあなたの自宅に送ってくれます。 

 

これが、完全在宅で出来る中国輸入になります！ 
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また、今度は、これらの商品を販売する場合ですが、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届いた商品を検品後、 

Amazon へ納品 

Amazon 倉庫が 

在庫管理・受注管理 

受注後、Amazon が 

お客様へ発送 

Amazon が 

お客様のお手元へ 
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と言う風に、検品後の荷物を Amazon の倉庫にさえ、送ってしまえば、 

後は、商品の在庫管理や購入者からの受注管理、受注後の発送まで、あなたに代

わって Amazon がすべてやってくれます。 

検品後の商品も、配送業者に集荷に来てもらえば、全く家から一歩も出ることな

く、お客様のお手元に商品をお届けすることが出来るんです！ 

 

完全在宅で出来る中国輸入と Amazon 販売！ 

この最強の組み合わせで、是非、稼ぐ力を身に付けて下さいね！ 

 

では、最初のステップ、商品リサーチから始めましょう！ 
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１st Step  商品リサーチ 

 

リサーチとは、「探す」と言う意味です。 

中国から仕入れる商品について、何でもかんでも仕入れていいのか？と言うと、

そうではありません。 

 

いくら仕入れ値が安いとは言え、売れない商品や需要のない商品を仕入れること

は、お金をドブに捨てるような行為だからです。 

せっかく、資金を使って仕入れても、売れなければ利益は得られません。 
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お金を稼ぐために始めたはずですので、日本で売れやすい商品、人気のある商

品、求められている商品など、購入につながる商品を探して仕入れると、リスク

が少なくなるのは当たり前です。 

 

ですので、実際に売れた経験がある商品を探すことが必要です。 

 

つまり、儲かる商品を探さなければなりません。 

実際に日本で売れている商品を、中国のサイトで探すのです。 

 

それが「商品リサーチ」と呼ばれる作業です。 

商品リサーチとは、２つの意味があります。 
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①日本で売れている、または売れた実績のある商品を探すこと、 

②その売れている商品を中国のサイトで探すこと。 

 

順番にご説明いたします。   
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① 日本で売れている、また売れた実績のある商品を探す 

 

心得て下さい。 

これが中国輸入で利益を得るために、一番大切な作業となります！ 

なぜなら、売れた実績のない商品を取り扱うことは、売れるかどうか、分からな

い物を取り扱うことになるからです。 

裏を返せば、売れた実績のある商品は、売れる可能性が高い、と言うことです。 

 

中国輸入で資金を使うのですから、出来るだけ売れないリスクは取りたくないで

すよね！ 

ですので、ここでの商品リサーチが、一番利益に直結しますので、出来るだけ沢
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山の裏付けを取って、見つけて行きたいところです。 

 

日本で売れている、または売れた実績のある商品を探す方法は、いくつかありま

すが、こちらでは、もっともメジャーな方法をご紹介いたします。 
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・ オークファンリサーチ 

 

ヤフオクをご存知でしょうか？ 

知らない方の方が少ないと思います。 

簡単にご説明しますと、消費者同士が直接取引出来るサイトです。 

オークションでの取引がメインです。 

 

オークファンとは、ヤフオクで売れたデータを色んな角度から調べることが出来

るサイトです。 

なぜヤフオクで売れている商品を調べるのか？ 

それは、出品数が毎日４０００万点以上ある巨大なサイトだからです。 
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以下の表をご覧ください。ヤフオクでいかにたくさんの商品が取引されているの

かがお分かりいただけると思います。 

※２０１５年１２月～２０１６年１月の１ヶ月間 オークファンより 
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ここで、 

「消費者間の取引なら、中国商品は関係ないんじゃないの？」 

と思われるかもしれません。 

 

そこが盲点です！ 実際には、中国から輸入して、ヤフオクで中国商品を販売し

ているセラーが沢山いるのです。 

その彼らは、パワーセラーと呼ばれ、専業・副業問わず、中国から仕入れてヤフ

オクで販売しています。 

 

その人たち、特別だと思いますか？ 

いいえ、違います、誰にでも出来ることです。 
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そして、私たちも同じことが出来ます。 しかも、彼らよりもリスクを減らしな

がら同じことが出来るのです。 

 

そのパワーセラーが実際に扱っている商品を見つけることで、販売実績が裏付け

され、売れないリスクを減らすことが出来ますよね！ 

売れた実績のない商品を仕入れて、売れるか売れないか分からないよりも、売れ

た実績のある商品を仕入れることによって、少しでも売れる可能性を高くする狙

いがあります。 

 

ヤフオクで実際に売れている商品は、Amazon でも売れる確率が高いだけでな

く、価格も高めに設定しても売れやすいです。 



ヤマダマヤ♪の５ステップで始める 中国輸入 Amazon 販売 スタートアップマニュアル 

Copyright© ma-ma.com All Rights Reserved 

29 

 

なぜ、Amazon で販売なのか？については、Amazon 出品のところで後述いたしま

す。 

 

それでは、具体的に、売れている商品のリサーチ方法をご説明します。 

使うのは、冒頭でお伝えしたオークファンです。 

オークファン  

http://yamadamaya.com/94f2
http://yamadamaya.com/94f2
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オークファンで使う機能は主に、 

 

・取引の相場の分析 

・過去の相場を検索 

 

となります。 

他にも有料で便利なツールがありますが、上記２点で十分リサーチ出来ます。 

 

使い方は簡単！ 

検索窓に、調べたい商品のキーワードを入れます。 

必要に応じて、カテゴリーを絞って下さい。 
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「スマホケース」と入力しました。 

 

 

 

次の画面で、 

① ヤフオクだけの検索結果に絞り込みます 
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② 調べたい落札時期に絞り込みます 

無料の会員登録では、直近の３０日間を無料で絞り込むことが出来ますが、例え

ば、去年のデータを見たい時は、プレミアム会員登録が必要になります。 
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プレミアム会員登録 

  

過去１０年間分の検索が可能です。 

初月無料ですので、試してみて下さい。 

絞り込んだ商品の中から、売れた実績のある商品を探します。 

 

売れた実績のある商品の基準は、 

 

・ 入札件数の多いもの 

・ 何度も落札されているもの 

http://yamadamaya.com/9h6g
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になります。 

赤枠のいずれかで、入札件数の多い順に並べ変えて下さい。 

その中で、中国から仕入れられる商品を探します。 
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最初は、日本製なのか、中国商品なのか、判断が難しいかもしれません。 

ですが、これは数稽古です、何度もリサーチしていると、そのうちどれが中国商

品なのか、判断することができるようになります！ 

 

ちょっとここで、中国商品の見分け方のポイントをご紹介しますね！ 

 

・モデルさんの顔  全て同じモデルさんです。 
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・マネキンのディスプレイ 

       

 

・商品・画像のレイアウト 
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・サングラスを掛けた画像 

       
 

・おしゃれな壁紙・背景・ブランド名の前 

       
飾りがあったり、ブランドの紙袋の上や前で撮られています。 雑誌にはよく見ると中国語が書いてあります。 
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画像で見分けることが出来るようになりましたら、 

先ほどお伝えした基準でリサーチします。 

 

ここまでが、オークファンを使ったヤフオクで売れた実績を元に仕入れる商品を

見つけるリサーチ方法になります。 

 

 

売れた実績のある商品の基準は、 

・ 入札件数の多いもの 

・ 何度も落札されているもの 
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動画をご用意しましたので、参考になさってください。 

 

http://yamadamaya.com/7849 

 

http://yamadamaya.com/7849
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② 中国サイトで商品リサーチする方法 

 

次のリサーチは、オークファンで見つけた商品を、中国のサイトで探す作業にな

ります。 商品名や画像などを頼りに、中国から仕入れるショップを探します。 

 

中国サイトと言えば、タオバオ・アリババです。 

タオバオとアリババの違いは、簡単に言えば、 

です。 

 

タオバオ・・・１個から買える 

アリババ・・・沢山買えば安くなる 
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まずは、タオバオからご紹介しますね！ 

タオバオ   

http://world.taobao.com/
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タオバオ（淘宝）とは、「見つからない宝物はない、売れない宝物はない」と言う

意味で、それくらい沢山の商品が取引されているサイトになります。  

 

もちろん、全て中国語で書いてあります。 

今から中国語を勉強しなきゃ！って焦らないで下さいね＾＾ 

 

中国語は一切必要ありません。 

リサーチの中で、自然に覚えてしまいますが＾＾； 

 

安心して下さい！ 

中国のサイトを一瞬で日本語に翻訳する方法をご紹介します。 
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事前に、GoogleChrome をご準備下さい。 

GoogleChrome    

 

 

次に、拡張機能の Google 翻訳 を追加します。 

 

以下のサイトの検索窓に、「Google 翻訳」と入力し、「拡張機能」と選択して、検

索します。 一番上に来る Google 翻訳 を追加します。 

http://yamadamaya.com/cors 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=ja
http://yamadamaya.com/cors
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タオバオを開きます。 

 

次に、上の画像のように、ページのリンクが何もないところで、右クリックしま

す。 そこに出て来る「日本語に翻訳」を選択すると、 
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ページ全体を日本語に翻訳することが出来ます。 

全て正しい日本語ではありませんが、だいたい意味が分かり、十分使えます。 
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また、個々の単語を翻訳する場合は、翻訳したい単語を選択した状態で右クリッ

クします。 
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Google 翻訳 を選択すると、 

 

翻訳結果のページに飛びます！ 

（この時、言語が中国語と日本語になっているかチェックして下さい。） 
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次に、アリババを見てみましょう。 

アリババも、翻訳の仕方は同じです。 

アリババ   

 

http://www.1688.com/
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見た目はタオバオと変わりません。 

 

タオバオは、１点から購入出来るショッピングモールに対して、アリババは、沢

山買えば買うほど、単価が安くなる、卸しのようなショッピングモールです。 

アリババでも、ショップによっては、１点から購入出来るので、同じ商品がタオ

バオにもアリババにもある場合は、どちらか条件のいい方で選ぶといいと思いま

す。 

 

 

では、実際に、タオバオで検索してみます。  

動画をご用意しましたので、ご覧ください。   
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http://yamadamaya.com/wdu3 

 

いかがでしたでしょうか？ 

 

動画で使っているグーグル翻訳は、こちらです。 

https://translate.google.co.jp/ 

 

 

動画の中でもご説明してます通り、色んな商品がずらっとリスト表示されます

が、価格順、人気順に並べ替えて、色んな角度から中国商品を見てみてください

ね！ 

http://yamadamaya.com/wdu3
https://translate.google.co.jp/
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ここで、仕入れるショップを決める際のアドバイスをさせて下さい。 

価格順に並べた場合、もちろん、安い順から並べると、とてつもなく安い商品が

出てきます。 

一番安いショップで購入すれば、もちろん、仕入れ値が激安になり、利益が沢山

取れる、と言うことになりますが、実は、これは非常にリスクの高いショップ選

びになります。 

安いには安いなりの理由がありますので、安さだけでショップを選ぶことはおス

スメ出来ません。 

 

では、どうすればいいのでしょうか？ 

この場合は、そのショップの評価や販売実績などを確認します。  
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下の商品をご覧ください。 

右上に水色の枠で囲ったところに、この商品を扱っているショップについての情



ヤマダマヤ♪の５ステップで始める 中国輸入 Amazon 販売 スタートアップマニュアル 

Copyright© ma-ma.com All Rights Reserved 

53 

 

報が書かれています。 その部分を拡大すると・・・ 

 

① ショップ名 

② ショップの評価（後述） 

③ 担当者 

④ ピチョン君＝チャットツール 

ブルーならオンライン、 

グレーならオフライン 

⑤ 商品説明の信頼度 

⑥ 接客サービスに対する評価 

⑦ 配送についての評価 
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同じ商品を複数のショップが扱っていることが、タオバオではしばしばありま

す。 

この➀～⑦を見て、仕入れるショップを決めましょう。 

 

➀のショップ名は、重要ではありませ

ん。 

 

②のショップの評価は、右の表を参考に

して下さい。 

 

③の担当者は、ピチョン君がブルーでオ
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ンラインの時に、チャット出来る相手になります。 

 

④このピチョン君がいつもグレーでオフラインのショップは、片手間にタオバオ

をしている可能性が大きいです。外したいショップになります。 

ブルーでオンラインのピチョン君なら、いつでも連絡が取れるショップとなりま

す。ブルーのピチョン君が当たり前、また代行業者がショップに注文する際も、

オンラインになりますので、ブルーのピチョン君を優先して選びましょう。 

 

⑤～⑦は、５点満点での評価になります。 

 

⑤商品説明文が正しく記載されているかどうか、購入者が評価しています。 
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⑥問い合わせに対してのショップの対応についてです。評価が低いショップは避

けたいですね。 

 

⑦配送が遅いショップも避けたいですね。 

 

全ての評価を総合的に見て、発注しても OK かどうか、しっかり判断して下さ

い。 

 

全体のショップ評価は、ゴールドクラウンが最優良ショップと言うことになりま

すが、ハートだからと言って、一概に悪いショップと言えません。まだオープン

して間がない、販売実績が少ない、などの理由が挙げられます。今後、評価が上
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がって行くかもしれませんが、最初のうちは、出来れば避けて仕入れて行きまし

ょう。 

 

ここまでで、タオバオやアリババで、商品を検索したり、ショップを選んだりす

る作業をお伝えしました。 

もし、あなたがすでに仕入れたい商品があって、それをこれから探す場合は、ど

うやって探せばよいでしょうか？？？ 
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これには、２通りのリサーチ方法があります。 

 

  

 

 

１つずつご説明します。 

  

Ａ 画像を使って検索する 

Ｂ 検索窓にキーワードを入れて探す 
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Ａ 画像を使って検索する 

 

 「画像で同じ商品を探す」ことは、GoogleChrome の拡張機能を使えば、簡単に

見つけることが出来ます。 

拡張機能の「Search by Image (by Google)」をストアから検索して下さい。 もし

くは、以下のリンクから、画像検索用の拡張機能を追加して下さい。 

 

http://yamadamaya.com/hci9 

 

 

この拡張機能の使い方は、検索したい画像の上で右クリック、「Search with 

http://yamadamaya.com/hci9
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Google with this image」を選択します。 すると、 
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このように、同じ画像を使ったショップ

やサイトがズラッと表示されます。 

 

検索結果の中に中国語の商品名を探しま

す。 

こちらのタイトルからキーワードを選ん

で、タオバオの検索窓に貼り付けます。 
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貼り付けてから検索ボタンを押すと。。。 
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同じ画像の商品が出てきました！ 
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これを価格順に並べ替えてもいいですし、１ショップずつ、評価を確認してもい

いですし、価格とショップ評価の両方で、仕入れるショップを選んでいきます。 

前ページでは、赤枠で囲ってあるところで並べ替えが出来ますので、試してみて

下さいね！ 

 

 

ここで、おさらいします。 

 

① オークファンを使って、ヤフオクで売れた実績のある商品をリサーチする。 

 

② 見つけた商品を、画像検索を使って中国語の商品名を見つける。 
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③ 中国語のタイトルや商品名を見つけたら、それをコピーしてタオバオやアリ

ババの検索窓に貼り付ける。 

 

④ 出て来た商品の中から、ヤフオクで売られていた価格と仕入れ値を考えて、

仕入れるかどうか決める。 

 

 

では、④の時、検索結果に同じ画像の商品がない場合は、そこで諦めたらいいの

でしょうか？ 

いえ、ここからも粘って検索しましょう！ 
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Ｂ 検索窓にキーワードを入れて探す 

 

これは、画像がない商品でも応用出来ますので、中国輸入を極める覚悟で習得し

て下さい。 

 

A の画像検索で出てこない場合や、出て来た商品が探している画像と似ている場

合は、出て来た商品のタイトルから、さらに検索を掛けてみます。 

中国語は漢字ですので、読めなくてもだいたいの意味が分かると思います。 

特に、商品の特徴を表す形容詞などを加えたり、関係なさそうな単語を消したり

して、もうひと踏ん張り検索してみましょう！ 

出て来た画像が、探している画像と全く関係のない物だった場合は、残念ながら
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そこから掘り下げて行っても有力な結果は得られません。 

気持ちを切り替えて、画像検索以外の方法で検索してみます。 

 

画像検索以外の方法、それは、手作業での検索になります。 

 

探したい商品の特徴を、Google 翻訳で中国語に直してから、タオバオ・アリババ

の検索窓に貼り付けて、検索します。 

日本語で検索する時と同じです。 

探したい商品のキーワードを中国語で入力するのです。 

見つけ出すまで、画像検索よりも時間が掛かりますが、どうしても探したい場合

は、キーワード検索で試してみて下さい。 



ヤマダマヤ♪の５ステップで始める 中国輸入 Amazon 販売 スタートアップマニュアル 

Copyright© ma-ma.com All Rights Reserved 

68 

 

見付けた時の喜びは、こちらの方が大きいです＾＾ 

 

 

オークファンで売れた実績のある商品を探して、それが実際にタオバオ・アリバ

バでいくらで売っているのか？ 

またその価格で仕入れた場合、利益はいくら取れるのか？ 

この辺をしっかり見極めて、次のステップの仕入れに進みましょう！ 
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２nd Step  仕入れ 

 

２つ目のステップは、売れた実績のある商品を見つけて、利益がしっかり見込め

ると確信したら、今度はそれを発注する作業になります。 仕入れです。 

 

中国から商品を購入する際、中国の銀行口座が必要になります。 

銀行口座を開設するには、身分証が必要になり、外国人ですと、居留証などが必

要になりますので、日本にいながらにして銀行口座を開設するのは、とても困難

なことになります。 

 

ですので、自分で直接、購入する、と言う選択肢は外します。 
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では、どうするのかといいますと、私たちと中国ショップの間に入ってくれる仲

介業者を探します。 

この業者を、「代行業者」と呼びます。 

実は、代行業者はインターネットで探せば沢山あるんです。 

 

代行業者には、商品代金に手数料を上乗せした料金を支払います。 仕入れ値を

出来るだけ抑えたい場合は、代行手数料の安い業者選びが必要になってきます。 

 

ですが、一番重要なポイントは、信頼できることです。 

こちらでご紹介する代行業者は、私が実際に利用したことがある業者ですので、

信頼できます。 
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・ ライトダンス  http://www.sale-always.com/ 

・ 淘太郎  http://www.yiwutaro.com/ 

・ ひなか  http://www.hinaka.jp/ 

 

「中国輸入 代行業者」などで検索すると、沢山出てきますので、 

「評判 おすすめ 比較」などでもレビューを調べてみて下さいね！ 

 

また、よく聞かれるのが、支払い方法についてです。 

上記３つの業者は、銀行振込に対応しています。 

楽天銀行やゆうちょ銀行などに現金振り込みすることで、支払いが出来ます。 

オンラインバンキング登録しておけば、インターネットで支払いが出来るので、

http://www.sale-always.com/
http://www.sale-always.com/
http://www.yiwutaro.com/
http://www.yiwutaro.com/
http://www.hinaka.jp/
http://www.hinaka.jp/
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おススメです。 

私がメインで使っているのは楽天銀行です。 

楽天銀行   

 

楽天銀行間は、振込み手数料が無料です。 

また、他銀行への振り込みも振込み手数料が安いので、気軽に送金出来ます。 

 

ｐaypal に対応している業者もあります。 

クレジットカードでポイントを貯めてらっしゃる方は、paypal を選ばれると、仕

入れの度にポイントが貯まりますね！ 

 

http://yamadamaya.com/4xwp
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発注の際の注意点！！ 

 

当たり前ですが、コピー品の販売は犯罪です。 

偽物が多い中国ですので、怪しかったり、悩んだりした場合は、 

無理に仕入れず、見送りましょう！ 

沢山の商品がありますので、気持ちを切り替えて、次を探して仕入れて下さい。 

 

特に、ブランド名やロゴマークなどを注意してみて下さい。 

調べてみて、公式ホームページなどがあるブランドの仕入れは避けましょう。 
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発注方法 

 

では、次に、発注の方法についてご説明いたします。 

 

発注する代行業者が決まったら、その業者さんに、どのショップの何がいくつ欲

しいのか？を伝える必要があります。 

私がご紹介した３社、ライトダンス、淘太郎、ひなか、には、エクセルを使った

オーダーシートで発注出来ます。 

 

中には、オンラインで発注出来るシステムもありますが、容量が大き過ぎたり、

データ送信が上手く行かない場合があり、少々イライラしますので(笑)、エクセ
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ルシートでの発注がおススメです。 

 

エクセルのオーダーシートには、最低限、以下の項目が必要となります。 

各代行業者が用意していますので、それを使いましょう。 

 

・ ショップＵＲＬ 

・ 画像 

・ 色 

・ サイズ 

・ 個数 

・ リサーチ時の価格（発注時に異なる場合があるので） 
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上記の必要事項を入力したら、代行業者にメールで添付して送信します。（オンラ

インで出来る場合はオンラインで） 

 

次に、代行業者から見積もりが届くので、それを確認します。 

内容は、 

・ 実際の買い付け価格 

・ 在庫の有無 

・ 中国国内送料 

・ おおよその国際送料 

・ 代行業者への手数料 

です。 
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見積もり金額には、おおよその国際送料が含まれます。 

提示された金額を、指定の口座に振り込んで支払いましょう。 

 

ここで、不安材料の「実際に掛かった金額の差」についてですが、 

例えば、中国ショップが在庫ありと言っていたのに、結果、在庫がなかった場

合、多く振り込んだことになります。 

代行業者によって、対応は異なりますが、利用し続ける代行業者の場合は、次の

発注分で支払金額を相殺してくれます。 

ですので、安心して利用して下さい。 

これは、国際送料の見積もり違いもありえます。 

見積もり分の過不足は、後から相殺してもらえますので安心して下さい。 
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また、見積もり請求分を振り込まないと買い付けてもらえませんので、早めの対

応をおススメします。 

 

発注量や沢山のショップから買い付けたりする場合など、全ての商品が揃うのを

待って発送する場合は、お手元まで３～４週間掛かります。 

 

代行業者に、揃った商品がある程度の重さ(２０～３０ｋｇ)になると送ってもら

うようにお願いしておくと、２週間程度で届きます。 
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３rd Step  検品 

 

中国からの商品は、量にもよりますが、大きな段ボールで届きます。 

 

右の画像で１５０サイズのダンボールです。 

１５０サイズとは、縦・横・高さを足した長さが１５

０ｃｍと言う意味です。 

 

上面には、宛先伝票とインボイスが貼りつけてありま

す。 

インボイスとは、荷物の中身と個数と価格を記入した
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書類になります。 

これがないと、税関で荷物が保留されて、通関しません。 

 

「課税通知書等在中」は、文字通り、税関書類です。 

ここに、関税の詳細が記載されています。 

 

荷物が届いたらまず、開梱しましょう。 

実は、この開梱の瞬間が、中国輸入で一番ドキドキワクワクする瞬間になります

( ´艸｀) 

 

次に、検品作業ですが、日本のネットショップで購入する感覚でいると、ビック
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リしてしまいます。  

 

どんな状態で届くのか、と言いますと、 

・ 糸くず・ゴミが付いたまま 

・ バッグの口が開いたまま 

・ 着用後なの？と言うくらい畳まれていない状態 

・ 新品なの？と疑いたくなる開梱跡 

・ 外装の汚れ・破れ 

 

などなど＾＾； 

挙げ出したらキリがないくらいの素晴らしい状態で届きます！(笑) 
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ここは、この先、長く中国輸入を続けて行くポイントとなりますので、 

届く前から覚悟しておかれる方がよろしいかと思います！ 

 

こんな状態で届きます。 ↓ ↓ ↓ 

     
※糸が切り取られずに残っています。 

 

でもですね、これを日本品質に近づければいいわけです。 
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つまり、検品です。 糸くずは取ればいいんです。 

 

縫製の粗さも、余分な糸が出ていることによって、露呈してきますので、余分な

糸は切り取りましょう。 

 

糸くずは、粘着テープでコロコロするだけできれいに取れます。 

 

また、縫い外れなどがある場合もあります。 

 

このまま不良品としてヤフオクなどで仕入れ値を回収するのもアリですが、チク

チク修繕すれば問題ない場合もあります。  
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要は、ちょっとしたひと手間を掛けることで、日本品質に近づけることが出来る

ので、検品は面倒臭がらずに、きちんとこなして行きたい作業になります。 

  

 

  

 

   

 

 

逆に、この検品作業を適当にやってしまうと、クレームが増えることになり、そ

の対応に労力と時間を費やすことになります。 

検品後 
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ショップの評価にも影響を及ぼすので、ここは手を抜かず、しっかりと取り組ん

で下さい。 
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４th Step  出品 

 

ここまでで、半分の作業が終わりました。 

ステップ３の検品とステップ４の出品は、どちらが先になっても構いません。 

 

Amazon に納品するためには、Amazon に商品を出品登録しないといけません。 

この作業をして、初めて納品へ進めます。 

 

ところで、なぜ Amazon に出品するのがおススメなのでしょうか？ 

Amazon だけでなく、インターネットの通販市場自体が、年々規模を大きくして

います。 
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それは、スマートホンの急激な普及により、消費者が簡単にインターネット上で

買い物が出来るようになったことも大きな要因の１つです。 

そして、そのインターネット通販業界でも、Amazon は日本最大のオンラインシ

ョッピングモールなのです。 

いくら素敵な商品を持っていても、お客さんの少ないショップでは、買ってもら

える可能性は低いですよね。 

出来るだけ沢山の方に商品を見てもらいたいですよね。 

 

と言うことは、普通に考えると、お客さんが沢山いるショッピングモールで売る

ことこそ、利益確保の可能性が格段に高くなります。 
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下のグラフをご覧ください。 

Amazon では、訪問者数が右肩上がりに増え続け、月間訪問者数が４８００万人

を超えています。 つまり、集客力がとにかくすごい！！ 
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またご覧のように、通販業界でここ数年、ダントツ１位を獲得し続けています。 
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これだけ大きなショッピングモールですので、出店して出品するには、かなりハ

ードルが高いように思いますよね？ 

実は、Amazon では個人レベルでも簡単に出品できるのです。 

しかも、専門知識は不要です。 出品登録したその日から出品できます。 

 

余談ですが、楽天市場は、個人事業主や法人でないと出店契約出来ません。 

Amazon では、一般の、一個人でも、誰でも気軽に出品できるのです。 

 

また、月額登録料(出店料)が 4,980 円(税抜き)ととってもお手頃価格です。 

Amazon には、出品サービスとして、小口と大口がありますが、これは、大口出

品サービスとしての価格になります。 
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小口出品サービスでは、月額登録料は一切掛からず、出品料も無料。 

販売が成約した時のみ、１商品に付き、１００円(税抜き)の成約料を支払いま

す。 

 

今回は、Amazon で商品が売れた後、受注と発送、在庫管理を委託する FBA サー

ビス(後述)をおススメしますので、大口出品利用を前提としてお話を進めて参り

ます。 

 

また、Amazon 自体も、中国

商品を歓迎しているんです！ 
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ここでまとめます。  

 

Amazon 出品がおススメの理由 

 
・ 日本最大のショッピングモール 

・ 圧倒的な集客力 

・ 出品が手軽に出来る 

・ お手ごろな月額登録料 
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１ Amazon のアカウントを取得して、出店  

 

さきほどもお伝えしましたが、Amazon では、２種類の出店方法があります。 

小口出品と大口出品です。 

この違いは、簡単に言えば、出品数が少なめの方は小口の方が利用料がお得にな

り、 

沢山出品する方は、大口の方が各種手数料も含めて利用料がお得になります。 

 

今回は、FBA サービスを利用することが前提ですので、大口出品で登録します。 

 

FBA サービスについては後ほどご説明いたします。 
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事前に以下の３つをご準備下さい。 

① メールアドレス 

gmail やヤフーメールで OK！ このアドレスに発送通知が届きます。 

出荷の度にメールが届くので、Amazon 専用のアドレス取得をおススメします。 

 

② クレジットカード 

Amazon への出店料や手数料の支払い用。 

 

③ 銀行口座 

Amazon から売り上げの入金用。 
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Amazon 公式ホームページを開きます。 

Amazon   

 

 

 

画像の黄色丸で囲った部分、 Amazon で出品 をクリック！ 

 

http://www.amazon.co.jp/
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FBA を利用するには、大口出品での登録が必要です！ 

大口出品オンライン登録へ。 
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出品用のメールアドレスを入力します。 

ユーザーとしてのアドレスでもいいですが、発送の度にメールが届くので、分け

た方が便利かと思います。 
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必要事項を入力します。 

 

 

個人での出店は、個人名、 

個人事業主なら、税務署に届け出ている屋号 

法人なら、会社名 
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ショップの名前と住所、責任者名、電話番号を入力します。 

 

 

 

店舗名に、「アマゾン」または「Amazon」を使用することはできません。 
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運営責任者名やお問い合わせ電話番号は公開されます。 

電話番号は、携帯番号でも構いません。 

 

クレジットカード情報を入力します。 

 

 

このカードに、Amazon 出店料や手数料の請求が来ます。 
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本人確認 

 

 

本人確認のため、電話番号を入力し、「電話を受ける」をクリックすると、ロボッ

ト電話が掛かって来ます。 
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クリック後のページに、PIN コードが表示されますので、表示された４ケタの数

字を、電話を受けてから電話のプッシュキーで入力します。これで、一通りの

Amazon 登録が完了しました。 

  



ヤマダマヤ♪の５ステップで始める 中国輸入 Amazon 販売 スタートアップマニュアル 

Copyright© ma-ma.com All Rights Reserved 

103 

 

２ 出品者用アカウント情報 

 

Amazon で出品者登録が終わったら、 

出品者用アカウント情報を入力します。 

セラーセントラル右上の設定タブから、「出品用アカウント情報」を選択。 
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順番にご説明いたします。 
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①出品者のプロフィール 

 

購入者に表示されます。 

電話番号やメールアドレスは、お問い合わせの時に使われるので、 

いつでも確認出来るアドレスや番号にして下さい。 

ＩＰ電話、携帯番号でも構いません。 フリーメールも使えます。 

 

店舗名に、「Amazon」「アマゾン」を入れるのは規約違反になりますので、それ以

外で素敵なショップ名を考えましょう！ 

※〇〇ショップ アマゾン店 などもＮＧです。 
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②銀行口座情報 

Amazon からの売り上げを受け取る銀行口座を入力。 

 

③クレジットカード情報（Amazon 出品サービス） 

月額出店料や各種手数料はクレジットカード払いになります。 

請求される金額以上に売り上げがある場合は、相殺されますので、 

ほぼ、支払うことはありません。 

 

④支払い方法の設定（コンビニ払い/代引引換） 

ＦＢＡを利用するなら、選べる全てを選択して下さい。 

個別で自己発送する場合は、出品時に支払い方法を確認して、 
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チェックを外すようにして下さい。 

 

⑤正式名称/販売業者名 

個人事業主の場合は、屋号を、法人の場合は、法

人名を入れて下さい。 

 

 

次に、右上の設定から、【情報・ポリシー】を選

択します。 

(右画像参照) 
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カテゴリーの申請許可(後述)には、こちらの記入完了が必要になりますので、必

ず、入力しておいて下さい。 

 

 

 

①出品者情報 が必要となるので、必ず入力してください。 

こちらでは、 
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・事業者の氏名(名称) 

・住所 電話番号 

・代表者、もしくは業務責任者の氏名 

・特定商取引法に基づく内容の記載 

 

以上を必ず記載して下さい。 

次ページの画像を参考にして下さい。 
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②出品者ロゴ 

出品者ロゴとは、ショップのイメージ画像になります。 
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緑の四角で囲った部分に表示されます。 大口出品者のみバナーが使えるので、

素敵なバナーを作って下さい。 

大きさは、幅 120 ピクセル×高さ 30 ピクセルで、ファイルの種類は、.jpg また
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は.gif ファイルでアップロード出来ます。 オリジナルバナーを作って、視覚的

アピールしましょう！ 

 

いきなりバナーを作れと言われても・・・と言う方も大丈夫！ 

無料で簡単に作れるサイトもありますので、 

安心して下さい＾＾ 

 

無料のバナー作成サイト 

 

その他の部分は、何も入力しなければ、 

Amazon のデフォルトが適用されるので、そのままで大丈夫です。 

http://box.aflat.com/buttonmaker/
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３ 出品申請 

Amazon には、カテゴリーが沢山あります。 
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その中でも、出品に許可が必要なカテゴリーがあります。 

 

服&ファッション小物 

シューズ&バッグ 

時計 

ペット用品 

ジュエリー 

ヘルス&ビューティー  新たに

ドラッグストア 

食品&飲料 

コスメ 新たにイタリア製品 
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上記カテゴリーに出品する際は、一つずつ許可が必要です。 

事前に以下が必要ですので、準備しておいて下さい。 

 

① 特定商取引に基づく表示の記載を確認する 

② 商品画像を用意する 

③ 許可申請の方法について 

 

１つずつ、ご説明いたします。 
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① 特定商取引に基づく表示の記載を確認について 

 

出品用アカウント情報に 

 

・ 店舗名 

・ 出品者の氏名 

・ 住所 

・ 電話番号 

 

をきちんと記載するこ

と。(106 ページ参照) 
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② 商品画像を用意する 

 

許可が欲しいカテゴリーの商品画像を白抜きで用意します。 

 

Amazon では、メイン画像の背景は白色と規約で決まっています。 

ですので、商品だけを切り抜きした、背景が白色の画像を用意して下さい。 
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また、文字を入れたり、色見本を挿入することも禁止されています。 

商品が手元になくても、確認はされませんので、Amazon に実際に出品されてい

る商品で、申請したいカテゴリーから白抜き画像を拝借します＾＾； 
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③ 許可申請の方法について 

 

セラーセントラル右上にあ

る「ヘルプ」をクリック。 

表示された画面の右下の

「問い合わせる」をクリッ

ク。 
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下の画像の①②③の順にクリック。 
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出品申請が必要なカテゴリーが出てきますので、申請したいカテゴリーを選択し

ます。 

 

今回は、「服＆ファッション小物」で進めて

みます。 

 

 

一番下の、販売するブランド名ですが、オリ

ジナルブランドがある場合は、入力します。 
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「続ける」をクリック後に Amazon 規約の商品画像を確認の画面が出てきます。 
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何枚か、画像例が出てきますので、全て確認して「はい」を選択。 
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用意した白抜きの画像をアップロードします。 

 

画像 URL が分かる場合は「画像の URL を使用」からアップロードして下さい。 
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*が付いているＥメールのみ入力し、「申請内

容の送信」をクリックします。 

これで出品に許可が必要なカテゴリーの出品

申請完了です。 

２日以内に Amazon から、「出品権限を付与さ

せていただきました。」というメールが届くの

を待ちましょう。 

次のステップの納品をするためには、商品を

出品登録しなければいけません。 出品の手

順をご説明いたします。 
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④ 出品登録の方法 

 

まず、セラーセントラル上部の在庫タブから、「商品登録」を選びます。 
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「商品を新規に登録する」を選択。 

 

 

カテゴリーを選び、サブカテゴリーを順に選んで行きます。 

サブカテゴリーとは、カテゴリーの中でもさらに商品について絞り込んだ小さな

階層のカテゴリーです。 



ヤマダマヤ♪の５ステップで始める 中国輸入 Amazon 販売 スタートアップマニュアル 

Copyright© ma-ma.com All Rights Reserved 

128 

 

 

右端オレンジの「選択」をクリックすると、タブが、左から順に、 

「重要情報」「出品情報」「画像」「説明」「キーワード」「詳細」と６つあるページ

が開きます。 
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「重要情報」タブから入力して行きます。 
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商品名：半角スペースで単語を区切りながら、検索にヒットするようなキーワー

ドを意識して入力します。ただし、商品と全く関係のない単語はＮＧです。 

 

商品コード： EAN を選択して、１３桁の JAN コードを入力する。 

       JAN コードについては、後述します。 

 

ブランド名：オリジナルブランドがある場合はそれを、ない場合は、ノーブラン

ドと入力。 

 

サイズ：単品の場合はここで入力。バリエーションがある場合は、バリエーショ

ンのタブで入力。 
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サイズマップ：スペースをクリックすると選択肢が出てくるので選ぶ。 

 

色：該当の色を入力。 

 

カラーマップ：スペースをクリックすると選択肢が出てくるので選ぶ。 

 

表地素材：スペースをクリックすると選択肢が出てくるので選ぶ。 

 

対象：スペースをクリックすると選択肢が出てくるので選ぶ。 

 



ヤマダマヤ♪の５ステップで始める 中国輸入 Amazon 販売 スタートアップマニュアル 

Copyright© ma-ma.com All Rights Reserved 

132 

 

素材構成：素材を入力。 

 

 

 

*マークが付いている箇所を漏れなく記入します。 

*マーク以外は特に記入しなくてもいいのですが、推奨ブラウズノードは、必ず

入力して下さい。 

商品コードには＊マークが付いてませんが、必ず入力して下さい。 
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この推奨ブラウズノードで、出品商品がカテゴリーに紐付けされます。紐付けさ

れないと、カテゴリーで検索された際に、引っかからなくなるので、必ず選択し

て下さい。 

 

 

 

次に１つ右のタブの「出品情報」に切り替えます。 
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*マークは付いてないですが、一番上の「出品者 SKU」は、出品者が個別で商品

に付与出来る識別番号です。 
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ご自身が見て分かりやすい情報を入れていると後から便利です。 

私の場合は、仕入れ値と出品日を入れています。 

例えば、仕入れ値が２０元で、2016 年 1 月 1 日出品なら、 

 

20ｙ20160101 

 

と言う風に、後から見て、仕入れ値と出品日が分かるように設定しています。 

バリエーションがある場合で、Ｍサイズの場合は、 

20ｙＭ20160101 

Ｍサイズで赤色＝red の場合は、 

 



ヤマダマヤ♪の５ステップで始める 中国輸入 Amazon 販売 スタートアップマニュアル 

Copyright© ma-ma.com All Rights Reserved 

136 

 

20ｙＭｒ20160101 

 

のように、ＳＫＵを見ただけで、2016 年 1 月 1 日に 20 元で仕入れたＭサイズの

赤色の商品、と分かるように設定しています。 

 

空欄にしていると自動で生成されるので、どんな文字列でも気にならない方は空

欄でＯＫです。 

 

コンディション説明は、中古品の場合は、商品がどの程度、どのような状態なの

かを記入します。 アパレル商品は、中古品の扱いはありません。 

(中古品の出品は出来ません。) 
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サイズ、カラーなどのバリエーションがある場合は、バリエーションのタブから

選択します。 

「バリエーション」のタブでは、バリエ

ーションの名称と出品情報を入力しま

す。バリエーションの名称とは、ホワイ

ト、ブラック、赤色、青色などです。 

 

後から取り扱うバリエーションが増えた

場合も、このタブから追加登録します。 
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カラーバリエーション（色）を選択して、名称欄に ブラック ホワイト、と入

れてみました。 
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すると画面下に商品情報の入力欄が表示されます。 

こちらでは、「出品者 SKU」「JAN/EAN または UPC(後述)」「コンディション」「コ

ンディション説明」「販売価格」「在庫」の入力が必須です。 
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もう１つ右のタブに移動して、「画像」を開きます。 

一番上のメイン画像は、背景が白色で商品のみが写った画像を用意して下さい。  

縦か横の長さが１０００ピクセル以上が推奨されています。 
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以下、サブ画像は、文字入れＯＫ、背景も自由です。 

 

 

ここで、画像のスクリーンショット＝プリントスキャンについて、 

ご説明します。 本書は、超初心者の方向けですので、すでにご存じの方は、読

み飛ばして下さいませ。 
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まず、使いたい画像が載っているサイトを開きます。 

サイト全体を、写真に撮るように、「Fn キー ＋ Prt Sc」を押します。 Fn キ

ーを押しながら、Prt Sc キーを同時に押します。 

Amazon では、メイン画像は背景が白色でないといけないので、財布の部分のみ

を切り取ります。 
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今回は、たいていのパソコンに入っているペイントを使います。 

 

ペイントを開いて、貼り付けます。 Ctrl キーを押しながら V を押しても貼り

付けることが出来ます。 
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次に、選択ボタンを押します。 

 



ヤマダマヤ♪の５ステップで始める 中国輸入 Amazon 販売 スタートアップマニュアル 

Copyright© ma-ma.com All Rights Reserved 

145 

 

切り取りたい部分を選択したら、トリミングを押します。 
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財布のみが切り抜かれました。 

 

左上の「ファイル」→「名前を付けて保存」を選んで名前を付けて保存します。 
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Amazon では、メイン画像の背景は白色でないといけないので、商品本体を白抜

きにする必要があります。 

今回の財布は、背景が白色でしたが、白色以外の場合は、本体のみを切り抜きま

す。 

ペイントを使った白抜き方法を動画でご説明しています。 

https://youtu.be/DDaTv3nzPkQ 

 

他にも、白抜きのためのツールはあります。 

・ クリッピングマジック 

https://clippingmagic.com/ 

 

https://youtu.be/DDaTv3nzPkQ
https://clippingmagic.com/
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・ バックグラウンドバーナー 

https://burner.bonanza.com/ 

どちらも会員登録せずに、 

白抜きしたあとの画像を、スクリーンショットでコピーし、 

ペイントに貼り付けてから切り抜けば OK です。 

 

 

では、商品登録に戻ります。 

 

「説明」「キーワード」「詳細」については、*マークがありませんので、必須で

はありませんが、商品の特色を伝えるためにも、入力した方が良いと思います。 

https://burner.bonanza.com/
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*マークを全て埋めると、下の「保存して終了」がオレンジ色に変わりますの

で、クリックして、登録を完了します。 

反映まで１５分ほど掛かります。 

 

 

※Amazon では不定期で画面の仕様が変更さ

れます。 変更されても、入力方法は同じで

すので、*マークや必要箇所は埋めるように

して下さい。 
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➄ JAN コードの取得について 

JAN コードとは、製品に付いているバーコードのことです。 

世界に１つのバーコードを自分のオリジナル商品に付けることが出来る、夢のよ

うな１３桁の数字です。 

 

では、早速、JAN コードの取得方法をご紹介いたします。 

 

こちらのページから、お住まいの市区町村内の商工会議所を探してください。 

直接窓口で、『バーコード利用の手引き GS1 事業者コード(JAN 企業コード)登録

申請書付』(無料)を入手して、手引書に記載の通り、申請して下さい。 

 

http://www5.cin.or.jp/ccilist
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もしくは、流通システム開発センターより、インターネットで申請することも可

能です。 

 

登録料は、卸・小売業、サービス業 F の 12,960 円になります。 

 

http://www.dsri.jp/jan/jan_application.htm
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申請から２週間ほどすると、９桁の数字が送られてきます。 

そこから自分で１３桁の数字を生成します。 

 

生成の方法をご説明いたします。  JAN コード生成ページへ行きます。  

http://www.dsri.jp/jan/check_digit.htm
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➀の部分に、付与された９桁の数字を入力し、最後に 001 と入れてから、 

②の計算ボタンをクリックします。 

 

すると、➂に、１桁の数字が出てきますので、 

それを、付与された９桁 + 001 + ➂の数字 の順で入力すれば、 

１３桁の JAN コードになります。 

 

これを、002 003 004・・・と言う風に通し番号で１３桁の数字を生成して行

きます。 

 

どのコードがどの商品か？はあまり重要ではないと思います。 
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どの数字まで使ったのか？は、覚えておかないといけないので、私は、エクセル

シートに入力しています。 

 

商品登録の際に便利ですので、お時間ある時に沢山生成しておきましょう。 
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⑥ FBA を利用する 

FBA とは、フルフィルメント by Amazon の略です。 

FBA のサービス内容は、 

 

・ 倉庫で商品を保管・管理 

・ 受注管理 

・ 出荷業務 

・ 出荷後のカスタマーサービスを Amazon が代行 

 

つまり、Amazon 倉庫へ商品を発送して、そこで在庫を保管・管理してもらい、

注文が入ると、Amazon が発送業務をしてくれると言う、非常に便利なサービス
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なんです。 

また、たまたま商品に不具合があったり、イメージと違ったなどの購入者からの

返品・返金を含むやり取りも Amazon が代行でやってくれます。 

 

自動販売機をイメージしていただくと分かりやすいと思います。 

大きな自動販売機(Amazon 倉庫)に、ジュース(商品)を保管しておき、お客さんが

買ってくれると、自動販売機(Amazon 倉庫スタッフ)がジュース(商品)を勝手に取

り出し口へ出してくれる（購入者へ発送してくれる）。 

 

こんな便利な FBA は使わない手はありません！ 

もちろん、無料では使えないです。 
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さきほどもお伝えした通り、大口出品の登録が必要になります。 

別途、手数料が掛かりますが、手数料を支払っても、中国商品の仕入れ値が安い

ので、しっかりと利益が確保できるんです。 

 

FBA 利用には、初期投資や固定費は一切掛かりません。 

 

・ 在庫保管手数料 

・ 配送代行手数料 

 

この２点が掛かります。 
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在庫保管手数料は、商品サイズと保管日数に応じた手数料になります。 

 

こちらの商品の月額保管料は、約 3 円と言うことになります。 

在庫保管手数料＝ 

¥8.126 × {[商品サイズ(cm3)] ⁄ (10cm×10cm×10cm)}×[保管日数 ⁄ 当月の日数] 

 

例 サイズが縦 10cm、横 2cm、高さ 20cm の単行本くらいの商品を 30 日保管する場合： 

  

¥8.126 × {(10×2×200[サイズ]) ⁄ (10×10×10)} × (30[保管日数] ⁄ 30[当月の日数]) ＝ ¥3.25 

 



ヤマダマヤ♪の５ステップで始める 中国輸入 Amazon 販売 スタートアップマニュアル 

Copyright© ma-ma.com All Rights Reserved 

159 

 

配送代行手数料とは、出荷作業手数料と発送重量手数料を合わせた手数料になり

ます。 

 

出荷作業手数料＝受注後に発生するピッキングや梱包など出荷準備の手数料 

 

発送重量手数料＝購入者への商品発送に対する手数料 

 

利益を確保するためには、Amazon に支払う手数料もしっかりと把握しておきた

いところです。 
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簡単に調べる方法をご紹介いたします。 

 

FBA 料金シミュレーター 

 

こちらの検索窓に、「商品名 ASIN コード」などを入れて検索すると、おおよそ

の FBA 手数料を見ることが出来ます。 

ASIN コードは、以下の場所で確認することが出来ます。 

商品ページを下の方にスクロールすると「商品の情報」が出てきます。 

カテゴリーによって、表示が若干異なりますが、ASIN と書いてあるところを見ま

す。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=ja_JP
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ASIN コードをコピーしてシミュレーターに掛けてみて下さい。 

出品した商品の仕入れ値、Amazon への手数料をしっかりと把握して、利益確保

につなげていきましょう！ 
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５th Step  納品 

 

出品登録が終わると、商品を納品することが出来ます。 

つまり、Amazon の FBA 倉庫に商品を発送することが出来ます。 

倉庫では、商品はバーコードラベルで管理され、注文が入れば、Amazon が発送

をしてくれます。 

 

こちらでは、指定した商品を Amazon 倉庫へ発送する際に必要となる「納品プラ

ン」の作り方をご説明いたします。 
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まず、セラーセントラル上部タブの「在庫」をクリック、もしくはタブ内の「在

庫管理」をクリックします。 
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すでに出品登録済みの商品一覧が表示されます。 

納品したい商品のチェックボックスにチェックを入れて行きます。 
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納品する全ての商品を選択し終わったら、左上のタブから、「在庫商品を納品/補

充する」を選択。（上の画像参照） 

 

次の画面では、「はい、続けます」を選択。 

 

「新規で納品プランを作成」を選択します。 

すでに納品プランが作成済みの場合は、「既存の納品プランに追加」を選択しま

す。 

右端にある「続ける」をクリック。 

 

表示されたページでは、納品する個数を入力します。 
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この数は、後から変更出来るので、ザックリした数でも大丈夫です。 

 

 

「続ける」をクリック。 
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こちらで商品１つ１つに貼るＦＢＡ専用のバーコードシールの枚数を指定しま

す。 
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印刷シートはタブの中から選んで下さい。 

私のおススメは沢山貼れる「Ａ４ ４０面」です。 

後からでもバーコード印刷が出来ますので、この作業は飛ばしても構いません。 

 

「続ける」をクリック。 
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このページが最後になります。 

納品プランの名前を付けることが出来ます。 

納品する商品名や特徴などを入れておくと、後から分かりやすいです。 

右下のオレンジの「納品を作成する」をクリックして、作成完了です！ 

 

次に、実際に納品したい商品を発送する手続きに入ります。 

先ほどの納品プランの作成が完了したページの右にオレンジで「納品作業を続け

る」が表示されます。 

クリックすると、これから発送する商品の数量などを入力することが出来ます。 

 

これは、セラーセントラル上部のタブ「在庫」→「ＦＢＡ納品手続き」からでも
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編集できます。 

納品プランの作成が完了し、他の作業をした場合は、こちらの方法で納品プラン

の編集画面を開いて下さい。 

 

表示された納品プランの一覧の中から、さきほど作成したプランを開きます。 
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右端のオレンジ色の「納品作業を続ける」をクリックで開きます。 

１．納品する商品を確認 から見て行きましょう。 
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１．納品する商品を確認  

すぐ下の 「商品の確認と修正」 をクリックして、開きます。 

こちらで、納品する個数を入力し、ラベル（バーコード）もこちらから印刷用の
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ＰＤＦをダウンロードします。 

ここで言うラベルは、Amazon の倉庫で商品を個別に管理するためのバーコード

のことです。 

入力した数量分のバーコードシールが出来ますので、検品完了した商品全てに１

枚ずつ、間違いなく貼って下さい。 

また、数量については、Amazon に荷物が着荷後、受領確認の際にチェックされ

ますので、正しい個数を入力して下さい。 
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２．配送   

「配送業者」は契約している、または、利用する配送業者を選んで下さい。 
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３．輸送箱  

「オプションを選択してください」から、発送する輸送箱の個数を選んで下さ

い。 

輸送箱数を選択すると、納品予定の商品一覧が表示されますので、右下のオレン

ジの「確認する」ボタンを押してください。 
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４．配送料  

こちらで、「配送ラベルを印刷」がオレンジになると、クリック出来ますので、ラ

ベルをダウンロードして下さい。 

この時、輸送箱数が２個以上の場合、配送ラベルをコピーするのではなく、ＰＤ

Ｆに従った枚数を印刷して下さい。 

配送ラベルの末尾が小口数分の通し番号になってますので、必ず、ＰＤＦの通

り、印刷して下さい。 

２個口で納品する場合は、２枚出て来る、と言う意味です。 

 

配送ラベルは、必要な部分だけを切り取って、雨に濡れても大丈夫なように、

OPP テープなどでカバーして、輸送箱に貼り付けて下さい。 
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ここまで終われば、右下の「クリックすると納品が完了します」を押して、納品

作業完了になります。 

 

このボタンをクリックすると、個数などの修正が一切できなくなりますので、完

全に完了した時に押してください。 

 

次に表示されるページでは、発送時の追跡番号を入力出来ます。 

Amazon に問い合わせる際に、こちらの番号の入力が必要となりますので、発送

完了次第、入力して保存することをおススメします。 
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これですべての納品・発送作業が完了しました！ 

お疲れ様でした＾＾ 

あとは、配送業者に集荷をお願いしましょう♪ 
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６th Step  最後の作業 

 

ここまでの５ステップ、 

１ 商品リサーチ 

２ 仕入れ 

３ 検品 

４ 出品 

５ 納品 

を全て終えて、実は、もう１つだけ作業があります。 

それは、「待つ」と言うことです。 
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Amazon からの出荷通知を待ちましょう＾＾ 
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最 後 に 

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございました！ 

最初は、初めての作業ということで、覚えるのが大変かもしれませんが、続けて

行けば慣れて来て、サクッと出来るようになります。 

 

中国輸入の基本中の基本を記しましたので、みなさまが中国輸入に取り組み始め

る最初の指南書になると嬉しいです。 

 

何事も続けることが大切です。 

是非、諦めないで継続して下さい。 
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５ステップを繰り返すことによって、みなさまの生活が豊かになり、 

周りの方を笑顔に出来るよう、お祈り申し上げます。 

                      山田 マヤ 

動物雑貨・イラスト屋・ILOHACO 

http://ilohaco.com/ 

http://ilohaco.com/

