
      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【ＦＢＡ攻略】 
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【著作権について】  

当電子書籍は著作権法で保護されている著作物です。使用に関しましては以下

の点にご注意ください。  

・本電子書籍の一部、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、DVD、及びその他電子メディアなど）により複製、流用、およ

び転載することを禁じます。  

  

【使用許諾契約書】 

本契約は、本教材をダウンロードした法人・個人（以下、甲とする）と作者

（以下、乙とする）との間で合意した契約です。本教材を甲 

が受け取ることにより、甲はこの契約に同意したことになります。  

  

第一条 本契約の目的 乙が著作権を有する本教材に含まれる情報を、本契約に

基づき甲が非独占的に使用する権利を承諾するものです。  

第二条 禁止事項（第三者への公開の禁止） 本教材に含まれる情報は、著作権

法によって保護されています。甲は本教材から得た情報を、乙の書面

による事前許可を得ずして出版・講演活動および電子メディアによる

配信などにより、いかなる第三者にも公開することを禁じます。  

第三条 契約の解除 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用

許諾契約を解除することができるものとします。  

第四条 損害賠償 甲が第二条に違反した場合、本契約の解除に関わらず、甲は

乙に対し、違約金として、違約件数と販売価格を乗じた金額を支払う

ものとします。  
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なぜ Amazonを使うべきなのか  
  

物販ビジネスをしたことがない初心者の方は、どこで商品を販売すれば良いで

しょうか。  

自分でネットショップや店舗を持たなくても、  

一個人が自由に販売できるネットプラットフォームはたくさんあります。  

例えば、Amazon、ヤフオク、メルカリなど  

  

ただし、その中でも、初心者の方にオススメできるのが Amazonなんです。  

  

それはなぜでしょうか。  

答えは・・・・・・  

  

１．「世界最大」の通販サイトであること  

２．Amazon FBA という便利すぎるサービス  

  

１について説明します。  

そもそも、モノを売る際には、買い手を集客できなければ稼げないわけです。  

  

利益が見込める商品を見つけても、買い手がいなければ収益を上げることはで

きません。  

  

つまり「集客」こそが、物販のみならず、全てのビジネスにおいて収益を生み

出すために、最も重要な行動になります。  

  

ということは、「集客力」がある場所で販売すれば良いわけです。  

それが Amazon.  
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Amazon は、世界最大の通販サイトです。  
   

日本の Amazonだけでも、１ヶ月で約 5000万のアクセスがあります。  

日本人の約２人に１人が見てるってことですね。このように、Amazonの集客力

は目を見張るものがあり、これを活用しない手はありません。  

しかも、Amazon では一個人が出品して商品を販売できるシステムが存在しま

す。これを利用すれば、店舗を持たないサラリーマン、主婦でも自分で商品を

販売して、利益を得ることができます。  

  

そして「２」のほうです。  

Amazonには、いま解説したような集客力に加えて、  

「Amazon FBA」というシステムが存在します。  

  

この Amazon FBAというのは  

「Amazon フルフィルメント by Amazon」の略称であり、簡単に説明すれ

ば、自分が購入した商品を、Amazonに送ることにより、  

Amazonが商品を販売してくれる上に、  

購入者への商品配送やアフターフォローを全て代行してくれるサービスになり

ます。  

  

こんなに便利なサービスを活用しない手はないですよね。  

  

以上の２点こそが、Amazonを活用すべき理由です。  

    

なぜ国内物販がオススメか  
  

まず初心者の方にやっていただきたい事は  

「国内」で商品を仕入れて、「国内」でその商品を販売する  

『国内物販ビジネス』です。  

  

他にも、「海外」の商品を「国内」で売る『輸入転売ビジネス』や  

「国内」の商品を「海外」で売る『輸出転売ビジネス』がありますがまずは国

内物販に取り組むことをおすすめします。  
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それは、  

  

初心者でもすぐに、そして大きな収益を出すことができるからです。  

  

理由の１つ目として  

「商品の仕入先が国内」であることが挙げられます。  

  

商品の仕入先が国内だと、仕入れのスピードが海外から仕入れるよりも遥かに

早いのです。  

  

海外から仕入れる場合は、商品が届くまで１～２週間かかる場合がありますが  

国内から買い付ける場合はそのスピードが遥かに早くなります。  

  

実店舗から買う場合はその場で仕入れられますし、  

ネットショップから買う場合もほとんどが１週間もかからず仕入れられます。  

  

仕入れスピードが早いということは、短期間でたくさんの商品を仕入れて販売

をすることができるので  

  

短期間での大きな結果 を目指すことができます。  

  

そして理由の２つ目としては  

「初心者でも出品制限がかからない」ことが挙げられます。  

Amazon FBAを活用すれば、ヤフオクなどのプラットフォームとは違い、初心者

であっても出品制限や金額制限といった制限がかかりません。  

つまり、これから始める方であっても、初めてすぐにたくさんの商品を取り扱

うことができるので、収益を大きく伸ばすことができます。  

  

この方法は、有在庫といって、在庫を抱えることにはなりますが、  

きちんとしたやり方で進めれば多数の在庫を抱える心配がありません。  

  

それでは、Amazonを利用するメリットがわかったところで、  

早速 Amazonをフル活用して、利益を得ていきましょう！！  
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まずは Amazon FBA に登録しよう  
  

Amazon FBAを利用した国内転売ビジネスが非常にオススメなので Amazon 

FBAに、出品者としてのアカウント登録をしてください。  

  

そして、アカウント登録などは自力でやってください。  

ビジネスで稼ぐためには  

「自分の頭で考える」「わからないことは自分で調べる」ことがとても重要で

す。  

もし自分で調べるクセがついていない方は、今日から、  

わからないことがあったら Googleで調べるクセをつけてください。  

   

さて、Amazon FBAにアカウント登録が終われば、  

いよいよ商品をリサーチし、仕入れる段階へ移ります。  

    

Amazon 活用前の３大バランス  
  

では早速、具体的にどのように商品をリサーチし、仕入れて、Amazonで販売し

ていくのか？  

お金を稼ぐための具体的なステップに入っていきます。  

  

その前にまず、必ず守るべき「３大バランス」についてお伝えします。  

  

物販ビジネスを、有在庫で行なう場合、潤沢な資金がない場合は何を意識すれ

ばよいでしょうか。  

  

答えは「破産しないこと」を意識する必要があります。  

  

商品を仕入れても全く売れずに不良在庫となり、現金化できなければ全く意味

がありません。  
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とはいえ、有在庫での物販ビジネスの場合は、在庫を持たずにビジネスを進め

ることはできません。  

そこで、不良在庫を出来るだけ抑え、破産しないためにも意識することがあり

ます。  

  

それは  

「ランキング」「価格設定」「売上」  

  

です。この３つを理解し、意識することが物販ビジネスのスタート段階におい

ては最も重要です。  

  

Amazonでの購入ランキングの高い商品を仕入れ、販売できる価格設定を行な

い、売上を積み上げていけば破産することはまずなくなります。  

  

３つのバランスをしっかり取り、最初は「少しずつ」利益を積み上げていきま

しょう。  

 

ランキングの重要性を理解する  
  

では、Amazonで販売する際に重要なランキングについて説明します。このラン

キングとは「Amazonにおける売上ランキング」のことです。  

  

まずは正しいランキングの感覚を身につける必要があります。  

この感覚がないと、間違いなく破産への道を歩むことになるのでよく読んで理

解するようにしてください。  

  

たとえば  

・１００番以内→２４時間以内に売れる  

・３００番以内→３日以内に売れる  

・１０００番以内→１週間以内に売れる  

・５０００番以内→２週間以内に売れる  

・１００００番以内→１ヶ月以内に売れる  

・３００００番以内→３ヶ月以内に売れる  
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このような感じです。  

まずは上の対応をしっかり理解して、リサーチの参考にしてみてください。  

    

売れる商品をリサーチする  
  

前ページでランキングの重要性について説明しましたが、  

「ランキングが高い商品は何でも仕入れていいんですか？」と言われれば、答

えは  

  

「ダメ、絶対」です。  

  

ランキングが高いからといってすぐに仕入れてはいけません。  

  

たまたまその時期に売れただけでランキングが急上昇しており、過去の購入履

歴を見るとほぼ売れていなかった  

  

という商品が、たくさんあります。  

そこで、「過去の購入履歴を確認」することが大切になります。  

  

過去の購入履歴を確認し、  

① どのくらい売れているか  

② 実際にいくらで売れているのか  

  

必ずこの２点を確認することが必要です。  

  

では早速、売れる商品をリサーチしましょう！  
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『モノレート』の活用  
  

Amazonでの購入履歴は『モノレート』というサイトを使って調べます。  

モノレートはコチラより遷移してください。  

  

この『モノレート』を利用すれば、  

「どれくらいの頻度」「どれくらいの値段」で商品が売れているかを確認するこ

とができます。  

  

では実際の商品を例に、モノレートの使い方を見ていきましょう。  

  

今回は例として、以下の商品を検索してみましょう。  

  

■Nikon デジタルカメラ COOLPIX S7000 20倍ズーム 1605万画素 ゴールド  

S7000GL  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

それでは、 

この後のページで  

モノレートの画面に表示されるグラフを解説していきます。  
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グラフ① 最安値グラフ  

 

  

このグラフでは、新品と中古の最安値の推移を確認できます。緑の線が新品、

オレンジの線が中古の最安値となっています。  

  

ただし、FBA＆自己発送全ての出品者の最安値となっていることに注意してくだ

さい。  

  

また、どのグラフにおいても共通していますが、表示期間を「１０日間」「１ヶ

月間」「３ヶ月間」「６ヶ月間」「１２ヶ月間」  

「全期間」の中から選択可能です。  

  

基本的には「３ヶ月」の表示で良いのですが、状況に応じて期間を変更して検

索すると良いと思います。  

  

グラフ② 出品者数グラフ  

 

このグラフでは、新品・中古の出品者数の推移を書くに出来ます。  

緑の線が新品、オレンジの線が中古の出品者数となっています。  

この商品では、新品に比べて中古はほとんど出品されていないことがわかりま

す。  
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グラフ③ ランキンググラフ  

  

 

このグラフでは、商品のランキングの推移を確認することができます。  

モノレートのグラフの中で最も重要です。  

このグラフの一部分を拡大してみます。  

モノレートのグラフでは、下に行くほどランキングが高くなっているため、折

れ線が下にガクッと落ちている部分に着目してください。  

 
赤丸の部分でランキングが上がっていることが分かります。  

ということは、このタイミングで  

「商品が購入された」可能性が非常に高い  

ということを意味しています。  

  

つまり、この波形がギザギザしているほど、商品が購入されている回数が

多い、つまりよく売れる商品であることを示しているので、この波形がど

れだけ動いているかを確認するようにしてください。  

  

では、赤丸で囲んだときに、実際でいくらで売れたの

か？を確認していきましょう。 
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グラフ④ ランキングと最安値の相関図  

 
  

「ランキングが上がっている＝商品が売れた／売れている」ということを意味

します。  

そこで、この表でもランキングが上がっている部分に着目しましょう。  

  

赤丸の部分が、1153位→712 位と上がっています。  

そして、それと同時に最安値が 18,878 円→24,700 円に値上がりしています。  

  

つまりこれは、18,878 円でカメラが売れてランキングが上がり、最安値が 

24,700円に上がったと考えられます。  

  

他にも 7/23の 22時ごろ。ランキングがあがってる上に出品者も減っている、

更には価格も 18,878円→23,400 円に値上がりしています。  

 つまり、このカメラは 18,878円で売れているということが確認できます。ち

なみに、このカメラは価格.comで調べると……  
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ヨドバシ.com でポイント還元を考えると、15,183 円で仕入れることができま

す。  

Amazonで 18,878円で売れると考えると、FBAの手数料をもろもろ考えても  

2000円程度の利益を出すことができますね！  

   

売れる商品の見極め方まとめ  

  

☆「ランキンググラフ」で売れる頻度を確認する  

☆「ランキングと最安値の関連表」で売れる値段を確認する  

  

以上の２点を確認することで、売れる商品かどうかを見極めることができま

す。  

たくさん練習を繰り返して感覚を掴みましょう。  
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利益計算について  
  

インターネットまたは店舗で今後商品を買い付け、仕入れを行なう際に、必ず

下記の計算式を頭に入れておいてください。  

最初のうちは、毎回確認する形となるかもしれませんが、数回仕入れを行え

ば、自然と頭の中で出来るようになります。  

この式を確認せずに仕入れはしないでください。  

  

「大口出品」の場合は、以下計算式になります。  

  

見込み利益計算式  

AmazonFBA最低価格－（仕入れ価格＋販売手数料＋３５０）  

  

Amazon FBAは、最初にお伝えしたように、  

商品管理や発送を代行してくれる代わりに、販売手数料＋出荷作業手数料や重

量手数料、  

保管手数料を売上から差し引かれます。  

  

ちなみに、利益計算を行なう際には無料のツールがあるので  

下記の２つのツールで確認してみてください。  

  

・アマフィー  

・Amazon FBA 料金シミュレーター  
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商品を Amazon へ発送する  
  

では、商品をリサーチし購入したら、  

いよいよ Amazon FBAへ商品を発送しましょう。  

～必要なもの～  

・A4コピー用紙  

・プリンター  

・ダンボール  

・ビニールテープ  

・はさみ  

・新聞紙  

・緩衝材（プチプチ）  

・２４面ラベルシール  

  

①Amazon セラーセントラルでの商品登録方法  
  

Amazon seller central 画面より 在庫→商品登録 へと進んでください。  

  

検索窓から出品する商品名を入力しましょう。  

入力する項目は、商品名・ASIN・JANコードのいずれかで検索します。  

※ASINとは、書籍以外の商品を識別する Amazon共通の番号のことで、  

JANコードは簡単にいうとバーコードナンバーです。  

  

出品したい商品を入力し検索すると、該当商品が表示されます。  

該当商品の右側に表示されている「出品する」ボタンを押します。  

  

出品情報入力画面に遷移するので、少なくとも  

・コンディション（新品 or中古）  

・コンディション説明  

・販売価格  

・出荷方法(FBA在庫)  

のチェックを行ない、保存終了を押してください。 ※その他の項目は未入力

でも自動生成されます。  
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★販売価格設定時の注意点販売価格については、出品登録の段階では、FBA

の最低価格よりもかなり高い価格を設定してください。  

価格は、商品が FBAの倉庫に到着してから調整します。  

  

★コンディション説明についてコンディション説明については、下記テンプ

レートの文章を参考にしてみてください（※新品の場合）  

～以下テンプレート～この度は【自身のショップ名など】の商品をご覧頂き

まして、誠にありがとうございます。  

■こちらの商品は、新品未開封・国内正規品です  

■【発送方法】Amazon配送センターより 24時間 365日、迅速かつ丁寧に梱

包し、即日発送致します。お急ぎ便や時間指定も承っております。  

■通常送料無料、お急ぎ便や配送日時の指定も承ります。  

■外箱も無傷、綺麗な状態です。  

■【お支払い方法】クレジットカード・コンビニ・ATM・ネットバンキング・

電子マネー払い・代金引換・コンビニ受け取り等各種お支払いがご利用頂け

ます。  

■【安心の返金保証】Amazon マーケットプレイスのポリシーに基づき、商品

に不具合が逢った場合は迅速に返金させていただきます。Amazon のカスタ

マーサービスにて年中無休で対応させていただきますのでご安心ください。  

■最後に、ギフト包装も可能ですのでプレゼントなどにもご利用ください。

最後までご覧頂きありがとうございました。またのご利用を心よりお待ちし

ております。  

  

～以上テンプレート～  
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★コンディション説明の際の注意点コンディション説明は、後で悪い評価や

クレームをもらわないためにも。  

しっかり記載する必要があります。  

下記項目については、抜け漏れなく記載するようにしてください。  

・商品の状態  

→新品か中古か？箱に傷が付いている場合は明記すること  

・配送方法  

→AmazonFBA なら、お急ぎ便や時間指定、即日配送も承ることができます。  

その旨をしっかり記載すること。  

・支払い方法  

→AmazonFBAなら、様々な支払い方法が可能になります。お客様にとって購

入しやすくなることなので、しっかり記載するようにしましょう。  

・返金保証  

→購入者にとって安心感につながるので必ず記載しましょう。  

  

以上４点を踏まえて、自分なりのコンディション説明を作ってみましょう！  
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②商品登録の納品方法  
それでは次に、登録した商品を納品する作業に移ります。  

在庫タブ→FBA在庫管理をクリックします。  

  

納品する商品にチェックを入れ、在庫商品を納品／補充する→Goをクリック

します。  

在庫を納品／補充の画面に移りますので、・納品プラン＝新規の納品プランを

作成、  

・梱包タイプ＝個別の商品 を選択して、  

・「続ける」を押してください。  

  

次に納品する商品の個数を入力します。  

  

次のページに遷移したら、「ラベルを印刷」を押してください。  

  

印刷ボタンをクリックすると、ラベルシール一覧が出てきますので  

２４面のラベルシールを印刷してください。ラベル印刷終了後、「続ける」ボ

タンを押します。  

  

次の画面で  

「納品を確定」ボタンを押します。  

  

次のページに遷移したら  

「納品作業を続ける」を押してください。  

※発送商品によって発送先が異なるため、２箇所にわかれた場合はこの後の

作業を繰り返すだけです。  

  

このページでは  

・配送業者を選択し・配送ラベルの枚数

を選択します。完了したら  

・配送ラベルを印刷  

を押します。  
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★配送業者について  

配送業者については、２つのパターンを選択できます。  

Amazonが日本郵便とスタートした  

「FBAパートナーキャリア」と  

「各運送会社」になります。  

  

その中で、下記２つの配送会社をオススメします。  

  

ゆうパック（後納契約）ヤマト便  
  

ゆうパックの後納契約は、毎月５０個以上の商品を発送するという条件はつ

きますが、120サイズ以上の段ボールを使用する場合はかなりお得になりま

す。後納契約はコチラから。「配送ラベルを印刷」を押すと、配送ラベルが

印刷されるので納品する段ボール枚数分、印刷します。  

  

そして納品する段ボール分の配送ラベルを印刷したら、商品を段ボールに  

収納後、段ボールの１番上に、配送ラベルを貼り付けます。  

  

ラベルの貼り方や、梱包の仕方については  

Amazonの下記動画が参考になるので、  

一度コチラの動画を必ず見るようにしてください。  

  

ここまで来たら、最後に「納品を完了する」ボタンを押して  

段ボールを配送業者に納品したら全ての作業は終了です。  

  

★配送業者別の特徴全国的によく使われている運送会社は以下の３社です。  

・日本郵便  

・ヤマト運輸  

・佐川急便  

  

このうち、佐川急便は物流システム上、小口配送には適していません。  

個人で配送を依頼する場合ですと、荷扱い、料金の面から見て、日本郵便と

ヤマト運輸がオススメです。  
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日本郵便の特徴  

・全国に店舗が数多くあり、集荷依頼の対応も迅速  

・荷扱いが丁寧で、壊れ物も安心して依頼できる  

・個人でも「料金後納契約」を結ぶことが出来る。  

契約すると、ゆうびんビズカードというものが発行されて、ひと月分の配送

料もまとめて支払いができるほか、割引運賃の交渉もできます。  

  

ヤマト運輸の特徴  

・小口運送に適していて、荷扱いも丁寧  

・ドライバーの担当エリアが広すぎず狭すぎず、対応も良い。  

・クロネコメンバーズ電子マネーカードを利用すると、運賃が 10%OFFになる  

・ヤマト運輸も、日本郵便の後納契約のように、ヤマトビジネスメンバーと

いう契約ができ、料金をまとめて支払うことができる。  

・箱のサイズや数ではなく、重量で料金が決まるヤマト便が利用できる  

「容量換算重量」を採用しているヤマト便は、体積が大きいのに重量が軽い

場合や、箱が複数になる場合に配送料金を、安く抑えられる便利なサービス

です。  

  

以上のことから、慣れない初心者のうちは、 Amazonと日本郵便が提携して

送料を安くした 「FBAパートナーキャリア」を利用するのがオススメです。  

  

★セラーセントラルの使い方をマスターする商品登録の際に利用したセラー

セントラルですが、  

その他によく利用する機能をご紹介します。  

  

・在庫管理在庫商品全般の管理を行なうことができます。  

主な機能については  

１． 在庫管理商品の出品ステータスの確認、販売価格の調整、商品説明の

編集などが出来ます。  

２． FBA在庫管理在庫の中でも、FBA在庫に関する管理を行なうための機能

です。  

FBAへの追加納品や、販売価格の調整をすることができます。  

３． 商品登録  

新規に出品する商品の登録を行なうことができます。  
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 ・注文管理  購入者からの注文状況を確認できます。  

 評価依頼など、購入者への連絡をとりたい時にも利用します。  

  

 ・売上管理  

 売上には、注文ベースの売上と出荷ベースの売上の２種類があります。  

１． 注文ベースの売上  

●お客様が購入をした時点での売上です。  

●レポート－売上ダッシュボード にて確認ができます。  

●画面上部の条件を変更することで、好きな期間の売上を集約  するこ

とができます。  

  

２． 出荷ベースの売上  

●Amazonが出荷、もしくは出品者が出荷通知を送信したことを  

 Amazonが確認した場合に計上される売上です。  

 出荷されると、Amazonは購入者に代金を請求します。  

●レポート－ペイメント－トランザクション で確認できます。  

●画面上部の条件を変更することで、好きな期間の売上を検索する  こ

とができます。  

●Amazonの手数料を差し引いた後の売上金額の確認ができます。  

●倉庫保管料や返金金額の情報もあわせて確認できます。  

●Amazonより振り込まれるのは、このトランザクションに表示される  

合計の金額になります。  

  

 ・パフォーマンス   購入者からの評価の確認、問い合わせの回答など、パフ

ォーマンスに関す   る事項を管理します。  
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 ・問い合わせ  

１． 購入者の方との連絡  

セラーセントラル経由で購入者の方へ連絡をすることができます。  

２． テクニカルサポートへの問い合わせトップ画面右上にある【ヘルプ】を

クリックします。  

画面右下の【お問い合わせ】をクリックします。【Amazon出品サービ

ス】をクリックします。  

問い合わせしたい内容をクリックします。  

E-メールもしくは電話のどちらかを選択して問い合わせを行ないます。  

電話の場合は、電話番号を入力するとテクニカルサポートの方から電話

をかけてきてくれます。  
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★オススメブラウザと拡張機能  

 AmazonFBAを活用した国内転売に最も適しているブラウザは  

 “Google Chrome”です。  

 理由としては  ・動作が軽い  

 ・拡張機能が充実している  

 ことが挙げられます。  

  

 インストールしていない方は公式サイトよりダウンロード可能なので  インス

トールしてみましょう（Windows,Mac共に利用可能です）  

  

 次に、オススメの拡張機能をご紹介します。  

 拡張機能のインストール方法は、  

 Chromeウェブストアのヘルプページに掲載されているので  そちらをご覧くだ

さい。  

 

  

① Keepa-Amazon Price Tracker  
Amazonの商品ページに価格変動グラフを追加します。  

モノレートを見なくても簡単な価格変動は確認できるようになります。  

また、Amazon本体の出品価格変動、在庫切れ状況を簡単に確認できます。  

  

オレンジの線が Amazon本体の出品価格背景色がオレンジの部分は Amazon

の在庫がある期間  

白色の部分は Amazonが在庫切れしている期間  

  

です。  

  

② ショッピングリサーチャー  

Amazonの商品ページに「モノ」というボタンを追加します。  

「モノ」というボタンを押すと、その商品のモノレートのページにダイレ

クトに遷移することができます。  

非常に便利なので、ぜひ追加しておいてください。  
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