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◆推奨環境◆ 

この教材上に書かれている URL はクリックできます。 

できない場合は最新の Adobe Reader をダウンロードしてください。(無料) 

https://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

◆著作権について◆ 

この教材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ください。 

 

この教材の著作権は東野克哉に属します。 

著作権者の許可なく、この教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。 

この教材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。 

 

この教材は秘匿性の高いものであるため、著作権者の許可なく、この教材の全部又は一部を如何なる手

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。 

この教材に書かれた情報は、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。 

この教材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、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

この教材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、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。 

https://get.adobe.com/jp/reader/


                                       - 2 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

目次 クリックで指定ページに移動します 

 

第１章：教材の概要.............................................................. 4 

(１)教材の構成 .......................................................................... 4 

(２)教材の進め方 ........................................................................ 8 

第２章：中国輸入ビジネス概要................................................... 10 

(１) 中国輸入ビジネスのメリット・デメリット ............................................. 10 

(２)中国輸入ビジネス 全体の流れ ....................................................... 17 

第３章：中国輸入ビジネスを始める準備........................................... 26 

(１)Google chromeインストール (便利な拡張機能) ....................................... 26 

(２)PayPalに登録しよう ................................................................. 31 

(３)Amazonに登録しよう ................................................................. 34 

(４)タオバオ・アリババ解説 ............................................................. 38 

(５)代行業者解説 ....................................................................... 45 

第４章：中国輸入リサーチ準備編................................................. 49 

(１)中国から仕入れてはいけない物 ....................................................... 49 

(２)中国の仕入れに向いている商品 ....................................................... 52 

(３)中国輸入といえばこんな商品 ......................................................... 56 

(４)輸入ビジネスに掛かる経費 ........................................................... 66 

第５章：中国輸入リサーチ基礎編(相乗り出品)..................................... 71 

(１)相乗り出品とは ..................................................................... 72 

(２)相乗り出品で販売していく理由 ....................................................... 73 

(３)相乗り出品リサーチ手順 ............................................................. 74 

(４)利益計算をして仕入れ判断をする ..................................................... 86 

(５)中国輸入ビジネス販売戦略 ........................................................... 88 

第６章：商品の発注・荷受け・検品・納品......................................... 93 

(１)商品の発注方法 ..................................................................... 93 

(２)検品・納品に必要なアイテム ......................................................... 99 

(３)荷受け～検品手順解説 .............................................................. 104 

(４)Amazon商品登録手順 ................................................................ 109 

(５)FBA納品手続き ..................................................................... 114 



                                       - 3 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

第７章：価格改定・利益計算・その他申請........................................ 121 

(１)商品価格改定 ...................................................................... 121 

(２)評価依頼と評価削除 ................................................................ 130 

(３)特定商取引法の表記 ................................................................ 138 

(４)カテゴリーごとの申請 .............................................................. 141 

(５)在庫補充通知の使い方 .............................................................. 145 

第８章：オリジナル商品の販売 (新規出品)....................................... 149 

(１)新規登録商品販売手法 .............................................................. 150 

(２)新規出品商品リサーチ .............................................................. 151 

(３)新規出品の参入障壁について ........................................................ 164 

(４)製品コード免除許可申請手順 ........................................................ 169 

(５)商品ページ画像について ............................................................ 175 

(６)新規商品ページ作成手順 ............................................................ 182 

(７)規約違反キーワード・キーワード選定 ................................................ 199 

(８)ビジネスレポートの活用方法 ........................................................ 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       - 4 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

第１章：教材の概要 

(１)教材の構成 

この教材は、 

● １.中国輸入 基礎編 

● ２.ツール・外注を活用した自動化編 

● ３.中国人パートナーと進める自動化編 

 

と３つのパートで構成されています。 

基本編から順に学んで頂くことで、効率良く学べるように作成しております。 

文章では説明しきれない箇所は【動画】にて解説しておりますので合わせてご覧ください。 

 

また教材購入特典として、 

 

・リサーチシート(Excel) 

・評価リクエストテンプレート(Word) 

 

をプレゼントしますので、是非ビジネスに活用してください。 

 

それではこの教材がどういった内容か？戦略を簡単に説明していきますので、 

まずは全体像を把握してもらえればと思います。 
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<中国輸入 基礎編> 

相乗り出品戦略 

全くの初心者が最短で収益を上げる為の Amazonを販路とした中国輸入の基本ノウハウ。 

すでに Amazonで販売されている商品を中国で探して販売していきます。 

まずは実際に中国から輸入した商品が売れ、稼げるという実感を味わってもらうための戦略。 

Amazon での販売プロセスを学び、次へのステップアップに繋げていきます。 

 

 

[収入目安] 

月収 0～30万円 

 

メリット 

・短期間で収益を上げることが可能 

・すでに売れている商品のみを仕入れて販売する為、失敗が少ない 

・Amazonで商品を販売する基礎を学べる 

 

デメリット 

・初心者でも参入しやすい為、ライバルが増加しやすい 

・値下げ合戦が起こりやすく、商品寿命が短い 

・1商品で大きく稼ぐことは難しい 

 



                                       - 6 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

新規出品戦略 

Amazon でまだ販売されていない商品を中国から仕入れて販売していくノウハウ。 

中国にはノーブランド商品と呼ばれる商品が数多く存在するので、魅力的な商品を日本の

Amazon に持ち込み販売していきます。 

相乗りとは違い、ライバル不在で販売出来るので、ヒット商品を生みだすと爆発的に稼ぐこ

とが可能です。 

この戦略をマスターすると、将来的にはオリジナルブランド等を立ち上げることも可能です

ので、ビジネスを飛躍的に加速させる為の原点になる戦略です。 

 

 

[収入目安] 

月収 0～100万円以上 

 

メリット 

・長期的に大きな収益を上げることが可能 

・参入障壁を作ることによりライバル不在で商品を販売することが出来る 

・将来的に大きなビジネスに繋げていくことが可能 

 

デメリット 

・商品考案や販売ページ作成など手間が掛かる 

・販売事例が無い商品を取扱うので必ず売れるとは限らない 
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自動化戦略 

本教材のキモとなる戦略。 

まずは、相乗り出品戦略、新規出品戦略でビジネスの基礎を構築していきます。 

一通りの作業を自分で出来るようになったら、[自分が作業しても、ツールや他人が作業し

ても、同じ結果が得られる部分]を自動化していきます。 

最初はツール等の簡単な部分から始めて、徐々に人に任せる自動化へと進めていきます。 

最終的にはほぼ全ての作業を自動化していくことを目指します。 

 

 

[自動化構築期間] 

０ヶ月～６ヵ月 

 

メリット 

・時間的自由が大幅に増えて好きなことに時間を使える 

・[労働]から解放される 

・自分が不在でもビジネスが回る 

 

デメリット 

・仕組みを完成させるまで時間が掛かる 

・仕組みの維持に費用が掛かる 

・人の管理をする必要がある 
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(２)教材の進め方 

教材の進め方についてお話していきます。 

まずは、一通り全ての章をご覧ください。(ザックリで結構です。) 

 

全体像がザックリと把握出来たら、もう一度教材を読みながら、[基礎編]から順番に進めて

いってください。 

途中で動画解説の案内などもありますので、動画も合わせてご覧ください。 

 

物販ビジネス経験者の方は、お好きなところから進めていって頂いて結構です。 

 

 

中には全てを把握してから実践しようとする完璧主義者の方が非常に多いですが、それでは

なかなか結果が出ないので注意が必要です。 

 

ですので、最初から全てを完璧にやろうとしないでください。 

 

失敗してもその都度、教材を読みながら修正していけば良いだけですし、 

失敗とはダメなことでは無く、[うまくいかなかった方法]を学べる成功体験でもあるのです。 

 

教材で学ぶ → 実践・行動する → 教材で学ぶ 

 

という風に、インプット・アウトプットを交互に繰り返していきましょう。 
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教材を読んだだけで理解している気になっているだけではもったいないです。 

実践・行動が無ければ [結果] は生まれませんので、是非実践・行動していきましょう。 

 

そして継続してください。 

 

ビジネスで結果が出ない原因のほとんどが途中で諦めてしまうからです。 

正しい手順で継続していれば少なからず必ず結果がでます。 

途中で諦めてしまったら、そこですべてはおしまいです。 

 

少しでも結果が出始めれば、そこでうまくいった方法をさらに実践すれば結果は付いてきま

す。 

さらに、うまくいかなかった方法を改良していけば、ビジネスが安定してきます。 

 

根性論を勧める訳では無いですが、周りの成功している起業家(副業の方)は必ずと言ってい

いほど、結果が出るまでビジネスを継続しています。 

 

小さな成功体験を積み重ねて自信を付けていき、中国輸入ビジネスを自動化して、経済的に

も、時間的にも自由な環境を手に入れにいきましょう。 
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本編 

第２章：中国輸入ビジネス概要 

 

 

(１) 中国輸入ビジネスのメリット・デメリット  

 

インターネットを利用した【物販ビジネス】には様々な種類があります。 

代表的な種類をあげると、国内せどり・欧米輸入・欧米輸出・中国輸入などが人気です。 

 

その中でも今回取り組んでいく“中国輸入”のメリット・デメリットについてお伝えしてい

きたいと思います。 
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中国輸入ビジネスのメリット 

・安く仕入れることが可能で利益率が高い 

 

中国輸入の魅力のひとつにその利益率の高さがあります。 

せどりや欧米輸入と比べると、中国輸入は利益率が高い傾向にあります。 

 

ご存知の方も多いと思いますが、我々が住んでいる日本と比べると中国は物価が安いです。 

同じような物を買っても、日本と比べると半額以下で買えることも頻繁にあります。 

これは中国から買い付けをする大きなメリットのひとつとなりますね。 

 

安く仕入れができるからこそ利益率が高くなり、結果的に手元に残る利益が多くなります。 

 

少ない資金でも利益率が高ければ、資金を雪だるま式に増やしていくことが可能なので、初

心者の方にもおすすめできるビジネスモデルです。 

 

・何度もリピート販売ができる 
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このリピート仕入れこそ中国輸入の強みのひとつでもあります。 

 

せどりなどでは、目利きにより相場より安い商品を店舗やネットなどで仕入れます。 

その時、その場所で、その商品が安いからこそ仕入れが出来るのです。 

いわば商品とは一期一会の出会いのようなもので、次に同じ商品とめぐりあえるとは限らな

い為、2回目以降は仕入れたくても仕入れが出来ない状況に陥ったりします。 

 

それに比べると中国輸入の場合は仕入れ先が決まっている為、売れ行きの良い商品について

は、仕入れ先より追加でリピート仕入れをします。 

売れる商品を何度もリピート販売することで、利益を積み上げていきます。 

 

・中国語は漢字なので日本人なら少しは理解出来る 

 

輸入ビジネスに取り組むにあたってぶつかる大きな壁のひとつに“言葉の壁”があります。 

例えば英語が出来ない人にとって英語に向き合うことはかなりの苦痛ですよね。 

 

アルファベットの羅列をみて、テンションが下がってしまう方も多いのではないでしょうか。 

 

しかし中国語は我われ日本人にも馴染みのある“漢字”のみで文字が作られています。 

実際に中国語をみてみると、「この漢字知っている」ということが結構あったりします。 
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文字の中に知っている漢字があれば少しは意味が推測できますし、その他の外国語とくらべ

ると少しは気が楽になりますよね。 

なので、難しく考えずにチャレンジしていきましょう。 

 

 

・自分だけのオリジナル商品を作ることが出来る 

 

中国は非常に大きな国土を持ち、世界の工場と言われる程たくさんの製品を生み出している

国です。 

 

中国輸入の上級者になると、商品のアイデア考えて中国の工場に依頼し、オリジナルの商品

を作り出す手法で大きく稼いでいる方も多くいます。 

世界にたった一つのあなただけの商品を作れるとしたら、なんだかワクワクしてきますね。 

 

その他にも中国には、[ノーブランド]の商品が多数流通しています。 

そんな商品たちを見つけてきて、日本でオリジナル販売することで簡単に自分だけの商品を

作って販売することも可能です。 

 

自分が作り出した商品がたくさん売れて、購入者より感謝の言葉を頂き、利益も伸びていく。 

そんな流れを作れるのも中国輸入の魅力です。 
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・パートナーシップを組み仕組み化がしやすい 

 

どんなビジネスもそうですが、最初は自分が一生懸命に努力を重ね作り上げていきます。 

そしてある一定のラインを超えると、[仕組み化]の部分に目を向けていきます。 

 

私たちの貿易先は中国になりますので、パートナーシップを組んでいく中国人の存在が重要

になってきます。 

 

中国では物価が安い為、人件費・その他経費が日本に比べるとかなり安く提供されており、

中国国内の事情に詳しい中国人とパートナーになるメリットは計り知れません。 

 

ここで「人件費が安いから中国人を使ってやる！」というような乱暴な考えの方は残念なが

らビジネスで成功することは難しいと思います。 

お互い の関係を構築して、自分のビジネスを大きくしていきましょう。 
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中国輸入のデメリット 

・コピー商品が多い  

 

中国で何かのブランド品を仕入れようとした際、ほとんどの商品が偽物だと疑っていいほど

中国国内には“コピー商品”が大量に出回っています。 

 

私たちがおこなう、中国から商品を仕入れて日本で販売していくビジネスモデルを実践する

にあたって、当然コピー商品の販売は法律違反になり発見されると厳しい罰則が待っていま

す。 

 

こんなことを書くと不安にさせてしまうかもしれませんが、一つの事実としてお伝えしてお

きます。 

 

しかし安心してください。 

中国では当たり前のようにコピー商品が出回っているという前提のもと仕入れ判断をして

いれば、コピー商品の仕入れを未然に防ぐことは可能です。 

 

ブランド名がある商品を仕入れるのではなく、【ノーブランド商品】に絞って仕入れをする

とで、コピー商品を仕入れてしまうリスクはほぼ 0％になります。 

中国の商品とうまく付き合い、ビジネスを発展させていきましょう。 
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・不良品が多い 

 

日本の製品と比べると中国製品は作りがやや雑なところがある場合があります。 

これは大量生産をしている為、ひとつひとつの商品に目が行き届いてないことが原因として

挙げられます。 

 

場合によっては１０個仕入れて、1 個が使い物にならないということも起こったりします。 

これは中国輸入を実践するにあたって、必ず付きまとう問題なので、慣れていくしかありま

せん。 

１０個のうち１個が不良品であっても、仕入れ値が安い為残りの９個を販売すれば赤字にな

ることはほとんどありません。 

 

それほど中国輸入は、利益率が高いビジネスモデルなのでその部分は安心してください。 

どんなビジネスにメリット・デメリットがあります。 

 

良いところをうまく引き出し、マイナス面をうまくカバーしていくのが経営者というもので

す。 

メリット・デメリット両方を理解してビジネスを展開していき、しっかりと稼いでいきまし

ょう。 
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(２)中国輸入ビジネス 全体の流れ  

 

中国輸入ビジネスのメリット・デメリットが理解出来たら、全体の流れを把握していきまし

ょう。 

中国輸入ビジネスの一連の流れを解説していきます。 

 

１.販売先を作る 

まずは商品を販売する場所を作りましょう。 

インターネット上で商品を販売していきますので、メインとして 【Amazon】 で販売してい

きます。 

 

商品の販売先 Amazon HP  

 

Amazon には FBA というシステムがあり、商品を Amazon 倉庫に一度送ってしまえば後は販売

から発送までを全て Amazon が行ってくれるという大変便利なサービスがあります。 

この自動販売機のようなシステムを使ってビジネスを展開していきます。 

 

FBA(フルフィルメント by Amazon) の詳細に付きましては、下記リンク専用サイトよりご

確認ください。 

http://www.amazon.co.jp/
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 FBA 紹介ページ 

 

【その他 販売先】 

国内最大級のオークションサイト  

 

 Yahoo!オークション 

入札・即決といったオークション形式で商品を販売することが可能です。 

少し手間が掛かりますが、販売～入金までのサイクルが早いのでキャッシュフローが非常に

よいです。格安での不良在庫の処分にも活用できます。 

 

 

 

 

 

http://services.amazon.co.jp/services/fulfillment-by-amazon/services-overview.html
http://auctions.yahoo.co.jp/
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大人気のフリマアプリ 

 

メルカリ    

主婦層を中心に国内利用者ナンバーワンのフリマアプリ。 

アパレル、スマホケース、おもしろ雑貨など、オシャレで楽しめる商品が良く売れます。 

 

最初のうちは、上記の 3つの販路で販売していけば、しっかりと売り上げを上げることが可

能です。 

さらに販路を増やしていきたい場合は、 

 

Yahoo!ショッピング 

楽天市場 

ラクマ 

自社ネットショップ (カラミーショップなど) 

 

がありますので、ご自身のビジネス規模に合わせて活用していってください。 

 

 

 

https://www.mercari.com/jp/
http://shopping.yahoo.co.jp/
http://www.rakuten.co.jp/
https://rakuma.rakuten.co.jp/home/
https://shop-pro.jp/
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２.販売する商品をリサーチする 

 

リサーチとは、メインの販売先である Amazon でよく売れている商品を見つけ、その商品を

中国で仕入れることが可能なのかを調べることです。 

リサーチの良し悪しで、売り上げや利益率が大きく変わってきますので、非常に重要なパー

トです。 

 

主に下記のサイトを利用して、リサーチを行っていきますので、サイトをブックマークに登

録しておいてください。 各サイトの使い方は別途解説します。 

 

Amazon の商品売れ行きをチェックする モノレート 

 

Amazon の販売手数料などを調べる FBA料金シュミレーター 

 

中国の仕入れサイト タオバオ 

 

中国の卸サイト アリババ 

http://mnrate.com/
https://sellercentral.amazon.co.jp/hz/fba/profitabilitycalculator/index?lang=ja_JP
https://world.taobao.com/
http://www.1688.com/
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キーワードリサーチ セラーリサーチ ランキングリサーチ など様々なリサーチ手法が

ありますので、組み合わせることで儲かる商品を大量に見つけ出します。 

儲かるかどうかの利益計算などは Excel を使ってあらかじめ計算式組み込んでおいたもの

で計算します。 

 

 

２.商品を発注する 

 

基本的に商品の仕入れは代行業者を使います。 

中国より商品を買い付けるには、中国の銀行口座が必要で、中国側の店舗とのやり取り  

(言葉の壁)などがあります。 

 

ですので、私たちが直接取引をするのでは無く、代行業者を使うのが一般的です。 

買い付け手数料５％～１０％程を支払、商品を購入してもらいます。 

 

代行業者一覧 

 

支払いは、銀行振込や PayPal で行います。 

PayPal を利用すると手数料が掛かりますが、万が一取引に問題が発生した場合は料金を支

払わずに済むなど、保険的なメリットがあります。 

 

代行業者との連絡は主に E メールや Skypeを使用します。 

Ｅメールアドレスを持っていない方は、無料のもので良いので取得しておきましょう。 

http://www.taobaokakaku.com/
http://www.taobaokakaku.com/
https://www.paypal.com/jp/home
http://www.skype.com/ja/
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３.中国～日本へ国際輸送 受け取り 

 

 

代行業者に注文した商品が中国国内で全て揃うと検品などを済ませ、まとめて日本に発送し

てくれます。 

発送方法は代行業者によって様々ですが、主に次のような種類があります。 

 

・国際スピード郵便  

EMS 

郵便局が運営しており、主に小口の荷物を国際輸送する際に使用します。 

個人利用でも多く使われているので、関税が掛かりにくい特徴がある。 

中国輸入初心者にオススメ。 

 

国際宅配便  

DHL 流通王 Fed EX etc 

各運送会社が展開している国際宅配便。 

主に商用利用に使用される。発送量が増えるにつれて料金が割安になっていく。 

https://www.post.japanpost.jp/int/ems/
http://www.dhl.co.jp/ja.html
http://www.scorejp.com/
http://www.fedex.com/jp/
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発送量が多い方にオススメ。 

 

発送方法によって国際送料が変わってきますので、サービス内容を含め条件の良いところを

探します。 

詳しくは、代行業者と相談してみましょう。 

 

また、中国から輸入した商品には関税がかかることがあります。 

小口仕入れの場合、関税がかからない場合もありますが、請求されたらきちんと支払いまし

ょう。 

今後ビジネス規模が大きくなれば、仕入れの度に支払っていきます。 

詳しくは税関 HPをご覧ください。 

 

 

４.検品・梱包 Amazon倉庫へ納品 

 

中国より商品が届いたら、まずは数量があっているか、品質に問題が無いかなどの検品をし

ます。 

 

始めて中国の商品を見たときに、色々な意味でびっくりされる方もおられますが、すぐに慣

れますので安心してください。 

検品が済んだら Amazonのルールに従い、ラベル貼り等を済ませ納品用の箱に梱包します。 

Amazon の倉庫へは郵便局や宅配便を利用して送ります。 

 

http://www.customs.go.jp/shiryo/kanzei_shikumi.htm
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ゆうパック 全国にある郵便局の配送サービス 

FBA パートナーキャリア Amazon出品者が利用できるゆうパックの割引サービス 

ヤマト便 クロネコヤマトのサービス たくさん送る場合はかなり安い 

 

ビジネス規模が大きくなってくると、各運送業者と契約を取り、特別料金契約を結んで送料

経費削減をしていきます。 

 

 

 

５.販売 価格調整  

 

納品した商品が Amazon倉庫に到着すると、商品が販売ページに並びます。 

初めて商品が売れたときの喜びはなんとも言えず、とてもうれしい気持ちになります。 

 

Amazon には同じ商品を扱っているライバル店舗がいますので、販売価格の調整などをおこ

ない商品の売れ行きをスムーズにします。 

 

Amazon には【カート】というシステムがあるのですが、このシステムを理解することは非常

に重要なのでしっかりと学習していきましょう。 

 

 

 

http://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201635160
http://www.kuronekoyamato.co.jp/yamatobin/yamatobin.html
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６.評価依頼 リピート販売 売上チェック 

 

商品が売れると購入者より評価を頂くことがあります。 

評価は自分のショップの信頼にも繋がってきますので、購入者に評価を頂けるよう依頼をお

願いします。またクレームがあれば対応します。 

 

日々商品の売れ行きなどをチェックして、人気商品はリピート仕入れをしてさらに売り上げ

を伸ばしていきます。 

売上管理・利益計算などもおこない、ビジネスの状態をチェックしていきましょう。 

 

 

ここまで簡単に中国輸入の全体の流れを説明してきました。 

これからビジネスをスタートさせる方にとっては色々わからないことが多いと思いますが

一歩ずつ進んでいくことで成長していきますので安心してください。 

 

数ヶ月後のこの資料を見たときには、全ての工程を余裕でこなせるようになっています。 

まずは全体の流れを把握して、順番に進めていきましょう！！ 
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第３章：中国輸入ビジネスを始める準備 

 

(１)Google chrome インストール (便利な拡張機能) 

 

 

これから中国輸入を実践していくにあたり、毎日パソコンでインターネットに接続していく

ことになります。 

Windows に搭載されている標準ブラウザーは、Internet Explorer  

ですが、ビジネスで使用していく為にはやや不向きです。                         

 

そ こ で 、 Internet Explorer よ り 表 示 が 早 く 、 カ ス タ マ イ ズ 機 能 を 備 え た       

Google Chrome (グーグルクローム) という Webブラウザーをインストールして使用してい

きます。 

 

下記のリンクよりダウンロード出来ますので、お使いのパソコンにインストールしてくださ

い。 

 

Google Chrome ダウンロードページ 

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html#eula
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Google Chromeインストール解説ページ 

 

インストールが出来たら、Google アカウントをお持ちの方は、ログインして使用すること

でより便利に利用することが出来ます。 

パスワードの保存やオリジナルの設定が可能となりますので、是非活用してみてください。 

 

・拡張機能をインストールする 

 

Google Chrome には【拡張機能】という機能があります。 

拡張機能を利用することで、より便利に、より快適に、ブラウザーを使用することが出来て

作業などをより効率良くおこなうことが出来ます。 

この拡張機能を使うために Google Chrome をインストールしたと言っても過言ではないほ

ど便利な機能です 

 

・インストールする拡張機能 

 

① アマゾンの商品ページにモノレートへのリンクを追加 

↑リンクをクリックしてください 

この機能は、Amazonの商品ランキング変動を見る“モノレート”というサイトをワンクリッ

クで開ける機能を追加します。 

リサーチスピードをアップしてくれる大変便利な機能です。 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=ja
https://chrome.google.com/webstore/detail/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%82%BE%E3%83%B3%E5%95%86%E5%93%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AB%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0/kefgdiipohffpdipbhhnnknnhcbeikoo
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赤枠で囲んだ[＋Chromeに追加]をクリックすると、使用出来るようになります。 

 

 

 

Chrome に追加出来たら、実際に使用出来るかをチェックしてみましょう。 

Amazon の商品ページを開いて何でも良いので商品を検索してください。商品名の左に↓赤

枠のマークが出ていればインストール完了です。 

クリックしてみると、その商品の売れ行きや、販売価格の推移を見ることが出来ます。 
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② Amazon FBA Calculator Widget 

↑リンクをクリックしてください 

 

この機能は、Amazonの販売手数料などを計算できる[FBA料金シュミレーター]というサイト

をワンクリックで表示させることが出来る拡張機能です。 

 

リサーチを進めていくなかで、FBA 料金シュミレーターはかなりの頻度で使用しますので、

是非追加しておきましょう。 

上記リンクから、先ほどと同じ手順で Chromeに追加してください。 

 

Chrome に追加出来たら、実際に使用出来るかをチェックしてみましょう。 

先ほどと同じように Amazon の商品ページを開いて、画面右上にスマイルマークが出ていれ

ばインストール完了です。 

 

クリックしてみて、FBA料金シュミレーターをワンクリックで表示させることが出来れば OK

です。 

リサーチを進めてどんどん活用していきましょう。 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/amazon-fba-calculator-wid/ebaggmeecidagcomlkpdpddaghmgfffk?utm_source
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③ モノゾン 

↑リンクをクリックしてください 

 

この機能は、モノレートの月間販売個数を表示してくれる拡張機能です。 

簡単に説明すると、モノレートのギザギザ部分を人がいちいち数えなくても、拡張機能が数

えてくれます。 

 

モノレートのギザギザ＝販売個数(推定)ですので、リサーチ毎に数えていては時間がかかり

ますので、ツールに任せていきましょう。 

 

 

 

↑このように導入後に数字が表示されるようになれば OKです。 

その他の便利な拡張機能などもありますので、あなたのスタイルに合った拡張機能を

Google で探してみるのもいいですね。 

 

ツールで出来ることはツールに任せて、効率化していきましょう。 

https://chrome.google.com/webstore/detail/%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%82%BE%E3%83%B3/cboljikjholhcbejolmkhhpmomhcodkc?hl=ja
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 (２)PayPal に登録しよう 

 

 

PayPal とは、個人および事業主の方がオンラインで金額をやり取りできる便利なサービス

のことです。年会費などは無料で利用できます。 

 

PayPal を通してクレジットカードで支払うので、売り手にクレジットカード番号を知らせ

ることなく安全に取引することが出来ます。(外国との取引なので、より安全に取引出来る

ように導入します。) 

利用する際に支払金額の約 3.6％ の手数料が掛かりますが、仕入れに慣れていない最初の

段階は安全性の高い PayPal を利用していきます。 

また、今後ビジネスを継続していくならば、PayPal のアカウントを持っていると何かと便

利なので、今のうちに作っておきましょう。 

 

 

登録に必要な物 

・Eメールアドレス 

・クレジットカード 

 

PayPalの登録はこちらから 

 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/home


                                       - 32 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

 

 

[新規登録はこちら]から登録手続きを進めていきます。 

 

パーソナルアカウント と ビジネスアカウントがありますが、 

パーソナルアカウントを選択し登録を開始します。 

メールアドレス・パスワード・住所・クレジットカード情報など、必要項目を埋めていき登

録してください。 

 

 

また PayPal登録後の初期段階では、一回の支払い上限が 10万円までとなっています。 

ビジネス規模が大きくなると一度に 10 万円以上の仕入れをすることもありますので、        

本人認証手続きを済ませる必要があります。 

 

PayPal 本人認証手続きについて 

 

https://www.paypal.jp/jp/contents/support/faq/faq-049/
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売上を伸ばす為には、それ相応の仕入れが必要となります。 

時間のある時に早めに済ましておきましょう。 

 

登録作業は入力する箇所が多くて、少々難しく感じるかもしれませんがじっくりと取り組め

ば大丈夫です。 

何か問題が発生してうまく登録出来ない時は、ヘルプページより問い合わせをしてみましょ

う。 

PayPal スタッフが対応してくれます。 

 

登録を済ませたら、次のステップに進みましょう。 
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(３)Amazon に登録しよう 

 

中国で仕入れた商品の販売先である、Amazon に出品者登録をしていきます。 

Amazon で登録する際、“大口出品”と“小口出品”という 2 種類の出品形態を選ぶことが   

出来ます。 

 

今後本格的にビジネスをしていく

為にも必ず大口出品で登録してく

ださい。 

 

月額 4,900 円(税別)かかりますが、

時期によって最初の１ヶ月～３ヵ

月間は無料で利用できます。 

 

その他、小口出品では扱えない商品

なども販売していくことが出来る

ようになります。 
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登録に必要な物 

・メールアドレス 

・クレジットカード 

・銀行口座 (売上金の振込先) 

 

Amazon 登録はこちらから 

それでは Amazon に登録していきましょう。 

 

 

大口出品オンライン登録へ というところをクリックして登録していきます。 

ショップの名前などは後から変更できますので、重要情報などしっかりと入力して登録して

いってください。 

 

登録方法で分からないことがあれば、[ヘルプ]から、Amazon サポートに問い合わせてみま

しょう。 

http://services.amazon.co.jp/services/sell-on-amazon/services-overview.html/ref=as_jp_services_nav_soaovrv1
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Amazon は大企業ということもあり、とても丁寧に対応してくれます。 

また、電話でもサポート対応してくれますので、分からないことがあれば気軽に相談してみ

ましょう。 

 

 

・Amazonの利用料などについて 

 

Amazon では１４日間ごとに売上が決済されます。 

その際、月間登録料や手数料などは売上と相殺されます。 

また、この期間の売上合計が月間登録料の 4900円に満たない場合、その差額はクレジット

カードに請求されます。 

 

Amazon にて大口出品で販売していくにあたり “特定商取引法に基づく表記”というものを 

記載する必要があります。 

Amazon での特定商取引法に基づく表記について 

こちらを参考に情報を入力してください。 

 

・FBAに登録しよう 

 

Amazon の登録が完了したら、引き続き“FBA”の利用登録をしていきましょう。 

FBA とは、 Amazon が提供する販売業務効率化サービスのことで、正式名称を        

【フルフィルメント by Amazon】と言い、略して FBA と呼ばれています。 

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=200436650
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主に在庫管理・注文処理・出荷代行サービスなどを提供してくれます。 

FBA を使うことで商品を販売しやすくなり、また自宅などに商品を保管しておくスペースが

不要となります。 

 

中国輸入では商品 1 つ辺りの単価が高くないので、数をたくさん売っていく戦略を取りま

す。その為この FBAサービスと非常に相性が良いです。 

 

Amazon で商品を販売していく為には必要なサービスですので、必ず契約するようにしてく

ださい。 

 

FBA 登録はこちらから 

 

各種項目を入力していき登録を完了させましょう。 

ここまで登録すると、Amazon での基本登録作業は一通り終了です。 

 

☆各種登録作業おつかれさまでした☆ 

 

ここまで各種登録について解説してきました。 

 

[Google Chrome 、拡張機能、PayPal、Amazon] 

 

これらの登録は全て終わりましたでしょうか？？ 

全ての登録が完了したら、次のステップに進みましょう。 

http://services.amazon.co.jp/services/fulfillment-by-amazon/fee.html
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(４)タオバオ・アリババ解説 

ここからは、商品の仕入れ先について解説していきます。 

仕入れ先は、主に中国の EC サイトより仕入れます。 

中でもメインに使うサイトが 2つありますので、紹介と解説をしていきたいと思います。 

 

淘宝網 (タオバオワン) 通称 タオバオ 

https://world.taobao.com/ 

↑ブックマークしておいてください。 

 

 

タオバオは中国の巨大企業[アリババグループ]に属しており、中国でもっとも有名な   

EC サイトのひとつです。 

 

https://world.taobao.com/
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C to C (個人間取引)の 淘宝網(タオバオワン) 

 

 B to C (企業と個人の取引)の 天猫(Tmall) 

の 2つのモールから出来ています。 

 

日本でいうところの Amazon や楽天市場、即決のみのヤフオクといったイメージです。 

取扱商品数も豊富で、様々な物を仕入れることが可能です。 

 

商品ページの見方 

 

 

①  

②  

③  

④ 

⑤  
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↑これはタオバオの【ウィッグ(かつら)】の商品ページです。Google Chrome を使って翻訳

しています。 

 

① トランザクションレコード これは 1ヶ月間の取引数です。この場合 1479 件の取引があ

りかなり売れている商品であることが分かります。 累積的評価は購入者からの評価数

です。 

 

② 販売価格 59.80元 日本円で約 1046円程です。(１元＝17.5円計算) 

 

③ 中国国内送料 この場合は送料無料です。 有料の場合は目安金額が表示されます。 

 

④ 商品ラインナップ クリックすることで商品が切り替わります。 

 

⑤ 在庫数 この場合は 842 個の在庫があります。  
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店舗情報の見方 

 

① 店舗名  

 

② 評価アイコン 

 

③ 補償金 店がタオバオに払っている補償金 

 

④ 購入者からの評価 4.5以下なら注意 

 

 

 

【店舗の評価アイコン】 

 

取引数が多くなるほどランクアップしていきます。 

(ハート→ダイヤ→王冠の順に良い) 

 

基本的にダイヤ以上のランクの店舗から仕入れま

す。 

アカウントの売買などもあるそうなので完全な評

価ではないですが、 

目安として活用します。 
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各マークの意味 

上から順に、製品の正確な説明を約束している店 

 

１週間以内なら、不良品以外の理由でも返品可能な店 

 

コピー商品なら３倍の額を賠償してくれる店 

 

デジタル製品と家電製品に限り３０日間補償してくれる店 

 

即時に商品を発送してくれる店 

 

本物を保証している店 

天猫(Tmall)の見分け方 

 

赤枠で囲ってあるショ

ップは天猫(Tmall)で

す。 

 

天猫(Tmall)はタオバ

オ店舗と違い、企業が

運営しているので安心

して買付ができます。 

 

しかし、価格がやや割

高な傾向にあります。 

← ← 



                                       - 43 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

タオバオの見方まとめ 

 

ひと昔前は怪しいショップも多かったのですが、最近のタオバオのショップはまともな所が

殆どです。 

おかしなショップに当たらない為には、特定の商品を検索した時に安すぎるところからは買

わないということです。 

まったく同じ商品なら安いところから仕入れたくなるものですが、店舗の評価、販売数など

を加味して適正価格の店から購入するようにしましょう。 

商品が決まったら人気順で並び替えて、その中から安い商品を選びましょう。 

そうすることで、いわゆるハズレ店舗での仕入れを避けることができます。 

 

阿里巴巴 アリババ 

https://www.1688.com/ 

 

https://www.1688.com/


                                       - 44 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

アリババは中国の B to B (企業間取引)をメインとした ECサイトです。 

タオバオと基本的に同じような作りで、各表示の見方もタオバオ同様です。 

タオバオと比べると商品価格が安いことが多く、同一商品ならばアリババで購入した方が 

安く仕入れることができます。 

 

安く買えることがアリババの魅力なのですが、商品によっては最低購入数が決まっている 

場合があります。 

 

例えばこちらの店舗では、最低購入個数が３個からです。 

たくさん買えば買う程、商品の価格は安くなる傾向にあります。 

もちろん 1つからでも購入できる店舗もたくさんありますので、うまく探して活用してみて

ください。 

 

仕入れ価格が１つ 100円変われば、100個販売すると 10,000円変わってきます。 

販売個数が増える程、その金額も大きくなりますのでタオバオだけでは無く、アリババも活

用するようにしてみてください。 
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以上が中国の仕入れ先についての解説でした。 

うまく使いこなして、利益を上げていきましょう。 

 

 

(５)代行業者解説 

 

 

仕入れ先を理解したら、今後の仕入れのことを考えて代行業者を選んでおきましょう。 

代行業者との契約は、リサーチが完了して仕入れる商品が決まってからで大丈夫です。 

 

代行業者とは 

中国のタオバオやアリババから商品を買い付けるには、必ず代行業者を使う必要があります。 

理由としては、言葉の壁や、支払の問題(中国国内の銀行口座開設)などがあるので、代行業

者にお願いするのが一般的です。 

 

最近は日本の企業が運営している代行業者もありますので、安心して利用することが出来ま

す。 
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依頼する内容は、買付、値引き交渉、検品、国際発送です。 

買付をする際に、３％～１０％程の手数料が掛かります。 

 

依頼方法は、こちらがリサーチした商品を Excelなどの発注書に記入して、見積を依頼して

買い付けてもらいます。 

代行業者ごとにルールがありますので、そのルールに従い買付を依頼します。 

 

代行業者の見つけ方は、インターネットで[中国輸入 代行業者]などで検索すると、かなり

たくさんの業者があり事がわかります。 

どの業者が一番良いかは使ってみないと分からないところもありますので、代行業者を選ぶ

際に見ておくべきポイントについて解説していきます。 

 

 

代行業者を選ぶ際のポイント 

 

・代行手数料 

商品買付にかかる購入手数料。また、支払い時に当日の元・円レートに＋１円などのルール

が設定されているところもあります。 

買付手数料の相場は３％～10％程が標準です。 

手数料については各代行業者によって様々ですので、しっかりと確認しておきましょう。 

 

買付手数０％を謳っている業者は国際送料などを高くして対応しているところもあります

ので、しっかりと確認しましょう。 
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・国際送料 

ほとんどの代行業者は HP に国際送料を記載していますので、業者ごとに比較してみましょ

う。 

基本的には、発送重量が多くなる程、割安になる傾向にあります。 

仕入れ前に国際送料を知りたいという意見が多いですが、こればかりは実際に商品を梱包し

てみて重量を測らなければ分かりませんので、おおよそで国際送料を予想しましょう。 

 

 

・支払方法 

代行業者への支払いは、日本国内銀行振込・PayPal がメインです。 

銀行振込が利用できる場合は、PayPal より手数用が安くなりますので利用出来るかを確認

しておきましょう。 

また、取扱銀行が自分の使っている銀行と同じ場合、振込手数料は無料で利用出来ます。 

 

・配送スピード 

顧客を多く抱えている業者は対応が遅いので、配送まで時間がかかることがあります。 

これは利用前に見抜くことは難しいので、1回目の利用で見極めて次に活かしましょう。 

 

・対応スピード 

メールを送っても 2～3日返事の無い業者もあったりします。 

原則翌日までに対応してくれる業者を選びましょう。(定休日は除く) 

 

これも実際に利用してみないと分からないですが、迅速・丁寧・親切な対応をしてくれる業

者を一度見つけるとかなりの強みになりますので、しっかりと対応を確認しておきましょう。 
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代行業者を決める 

 

本教材ではオススメの代行業者を紹介しておりません。 

理由として、教材の終盤で出てくる[中国人パートナー]を見つける方法を推奨しているから

です。 

 

なので、ネットなどで比較してみて良いと思ったところと取引をしてみてください。 

いきなり中国でパートナーを探すのは、かなり難易度が高いので最初は代行業者を利用しま

しょう。 

 

また、代行業者は実際に利用してみなければ良し悪しが分かりません。 

最初の代行業者が非常に良い場合もありますし、場合によっては２度３度と業者を変えてみ

なければならない場合などもあります。 

 

諦めずに色々な業者と取引してみましょう。最初は少額でも良いので、一度“仕入れ”を体

験してみてください。 

そこから軌道修正していくことで、あなたに合ったより良い代行業者を見つけていきましょ

う。 

 

 

 

 



                                       - 49 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

第４章：中国輸入リサーチ準備編 

 

ここからは中国輸入ビジネスで稼ぐ為のキモとなるリサーチを行う為の準備や、知っておい

た方が良い知識についてお話していきます。 

ここでしっかりと前提知識を学んで、リサーチに活かしていきましょう。 

 

(１)中国から仕入れてはいけない物 

 

 

まずリサーチを始める前に、中国から仕入れてはいけない物についてお話します。 

 

タオバオやアリババには様々な物が販売されています。 

基本的には中国国内向けの商品ですので、中には日本に輸入する場合に法律や規制で輸入を 

禁止されている商品も存在します。 

 

何か問題が発生してから、[知らなかった]では済まされない場合もありますので、しっかり

と学んでおきましょう。 
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【中国から輸入してはいけない物】 

 

・食品関連の商品 

 

食品、食器などの直接口に触れる商品は、食品衛生法などで定められた許可を持っていない

と輸入することができません。 

例 食品 茶碗 箸 製氷皿 哺乳瓶 

 

・ブランド品 

 

中国では当たり前のように偽物が出回っています。基本的にブランド名がついている商品は

仕入れないようにしてください。 

ブランドによっては、名前だけではなく“柄”“模様”などにも商標権が適用されているも

のもありますので注意が必要です。 

 

もし偽物を日本で販売した場合、厳しい罰則が待っています。もちろん Amazon のアカウン

トも消されて、ビジネスを行うことが出来なくなります。 

ですので、偽物やコピー品は絶対に扱わないようにしてください。 

 

知的財産の輸入差止申立情報：商標権についての税関 HP 

 

例 アップルロゴが入った iPhoneケース ヴィトン ダイミエ柄 風商品  

 

http://www.customs.go.jp/mizugiwa_search/chiteki/index_1.htm
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・医療品 

 

薬事法により輸入が禁止されています。メイク用品などの化粧品も薬事法により許可無く輸

入することを禁じられています。 

例 薬 メイクパレット 吸い玉などの医療機器 

 

・CD・DVD・メディア関連 

 

ブランド品と同じくコピー品が出回っていますので、正規品に見えても輸入してはいけませ

ん。 

偽物の場合、著作権違反となります。 

例 メディア関連商品全て 絵などを完璧にコピーしたグッズ 

 

・拳銃 麻薬 危険物 

 

これは仕入れることは当然ないと思いますが、もちろん輸入禁止です。 

例 ライフル銃 大麻 爆発物 

 

・液体 

中国から日本へ荷物を送る際、多くの場合航空便を利用します。 

飛行機に液体貨物は乗せることが出来ないので、航空便を利用する場合、液体商品は避けま

しょう。 

例 液体が入ったインテリア 液体が入った玩具 
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輸出入禁止・規制品目についての税関 HP 

上記のリンクは税関の HP です。必ず１度は目を通すようにしてください。 

 

また、輸入してもよいのか疑問に感じる場合はお住まいから近い税関に問い合わせてみてく

ださい。 

税関は敵ではありませんので、親切に教えてくれます。 

法律や規制を守り、健全なビジネスをして稼いでいきましょう。 

 

 

 

 

(２)中国の仕入れに向いている商品 

 

中国にはたくさんの商品があり、初めのうちはどの商品を扱ったら良いか判断に迷うことも

あると思います。 

そこで、どのような商品が仕入れに向いているのかを解説していきたいと思います。 

最初のうちは下記の条件を満たしている商品を中心にリサーチを進めていくと、うまく利益

の取れる商品が見つけやすいです。 

 

 

 

 

http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm
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【仕入れに向いている商品】 

 

 

 

① 軽い商品 

商品重量は中国～日本への国際送料へ大きく影響を与えます。 

軽い＝送料が安い  重い＝送料が高い 

 

仕入れにかかるコストを少しでも削減しようと考えた時、より軽い商品を扱った方が配送コ

ストを抑えることができます。 

送料が安くなった結果、最終的に残る利益も多くなりますので、最初のうちは出来るだけ軽

い商品を仕入れていきましょう。 

 

 

② 小さい商品 

商品の大きさも[体積容量]として、国際送料に影響してきます。 

一定以上大きい商品を Amazon で販売する場合[大型商品扱い]になりますので、発送重量手
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数料が多くかかることがあります。 

 

また、大型商品は専用の倉庫に納品する必要がある為、国内送料が別途必要になり配送  

コストが余分にかかります。 

 

 

③ 壊れにくい商品 

商品は仕入れて、購入者の手元に届けるまでにかなりの距離を移動します。 

基本的には長距離輸送にも耐える、頑丈な商品が仕入れに向いています。 

また、中国国内の運送会社は日本と比べて若干荷物の扱いが雑な面がありますので、最初の

うちは出来るだけ壊れにくい商品を扱いましょう 

 

【仕入れに向かない商品】 

 

 

 

① 精密機械関係の商品 

精密機器・カメラ部品・PC 内部部品などの精密機器は、不良品を見た目だけでは見抜くこと

がなかなかできないので、初めのうちは扱うのを避けたほうが無難です。 
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またコンセントに繋げて使用する電気製品は、中国と日本では電気の規格が違う為、仕入れ

無いようにしてください。 

 

日本で販売する場合は、電気用品安全法という法律により[PSEマーク]の取得・表示が義務

付けられています。 

 

 

 

② 高額商品 

高価な商品を中国より仕入れることは、色々な意味でリスクが大きいので出来るだけ避けて

ください。 

中国輸入に慣れてきて、OEM などで品質管理が出来る状態なら将来的には扱うことが可能で

す。 

目安として 1商品につき仕入れ価格 5,000円以下までが理想です。 

 

 

 

③ 購入者に危険を及ぼす可能性がある商品 

例えば、バイクのブレーキ関連商品・健康器具・電気を使用して発火の恐れがある商品など。 

万が一のことを想定して、なにか問題に繋がりかねない商品は基本的に扱わないでください。 
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【まとめ】 

 

最初のうちは【軽い】【小さい】【壊れにくい】商品を中心に取り扱うようにしてください。 

基本的にこの 3 つの条件を満たす商品はリスクが少なく、利益が取りやすい傾向にありま

す。 

また、中国輸入に慣れてきたら、【重い】【大きい】【壊れやすい】商品をあえて扱うことに

より参入障壁を作り出し、独占販売することも可能です。 

 

まずはセオリー通りにリサーチを進めて、自分のショップの商品ラインナップを揃えていき

ましょう。 

 

 

 

 

(３)中国輸入といえばこんな商品  

 

初めて中国輸入ビジネスをする方は、どのような商品が取り扱えるのかイメージ出来ないと

思います。 

 

そこで、中国輸入ではどのような商品があるのか、ダイジェスト形式で紹介していきますの

で参考にしてみてください。(あくまでもイメージしてもらう為の一例です) 
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・スマートフォンケース 

 

iPhone 系ケース 

 

 

 

Xperia 系ケース 
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・サバイバルゲームグッズ 

 

サバイバルゲームマスク 

 

 

 

 

エアーガン装備品 
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・ホーム＆キッチン 

 

スリッパ 

 

 

 

キッチンマット 
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・コスプレ用品 

 

コスチューム衣装 

 

 

 

ウィッグ 
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・車＆バイク用品 

 

ハンドルカバー 

 

 

 

バイクパーツ 
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・パソコン周辺機器 

 

ノートパソコン用スタンド 

 

 

 

パソコンケーブル 
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・文房具＆オフィス用品 

 

筆箱 

 

 

 

書道筆 
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・ファッション・アクセサリー 

 

ブライダルアクセサリー 

 

 

 

帽子 
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この他にも 

 

ゲーム機用ケーブル/PCキーボード用カバー/カメラ用小物/キッチン用品/収納用品 

ペット用品/アパレル/バッグ/おもちゃ/楽器/アウトドア用品/工具 etc.. 

 

など多種多様な商品を取り扱うことが出来ます。 

 

特に最初の頃は何を扱って良いか迷うことも多いと思います。 

 

しかし、中国輸入ビジネスでは取り扱える商品が本当にたくさんありますので、色々と試し

てみてあなたの得意ジャンルを見つけていきましょう。 
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(４)輸入ビジネスに掛かる経費 

 

 

 

実際にリサーチのリサーチに入る前に、輸入ビジネスに掛かる各経費についてお話しておき

ます。 

 

中国から商品を仕入れて Amazon で販売するビジネスをするにあたって、様々な費用が掛か

ってきます。 

一つ辺りは小さな金額ですが、どんぶり勘定で計算していると知らぬ間に赤字販売をしてい

た。なんてことになりかねません。 

 

必要な費用の全体像を把握して、利益計算をしていきましょう。 
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【仕入れに掛かる各費用】 

 

・商品仕入れ代金 

タオバオやアリババで仕入れる際の商品代金 

 

・代行手数料 

代行業者に支払う買付手数料 商品代金の３％～１０％程 

 

・中国国内送料 

タオバオやアリババから、中国の代行業者の事務所までの送料 

 

・国際送料 

中国～日本への国際送料 運送会社によって料金が異なる 

 

・国内送料 

日本国内の FBA 倉庫までの納品コスト 

 

・支払手数料 

ペイパルで支払うと、支払総額の４％程の手数料が掛かる 銀行振込の場合 1回 300円程 
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・関税 

少量の貨物の場合かからない場合があるが、物量が増えれば支払わなければならない 

 

 

【Amazon販売で掛かる費用】 

 

・Amazon販売手数料 

通常販売価格の１０％ 楽器・カメラ・PC等は８％ ペット・ホーム＆キッチン・メディア

関係は１５％ 各カテゴリーによって細かく設定されている 

Amazon 販売手数料詳細 

 

・FBA発送手数料 

出荷作業手数料・発送重量手数料の合計 FBAを利用するとかかる費用 

 

・月間保管手数料 

FBA 倉庫に在庫を預けていると発生する保管料 

 

 

 

 

 

http://services.amazon.co.jp/services/sell-on-amazon/fee.html?ld=SEJPSOAGoog01501_e_98401882468__c_1t1
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【Amazonで販売する商品の利益の求め方】 

 

 

利益計算式 

販売価格－(商品仕入れ代金＋代行手数料＋中国国内送料＋国際送料＋国内送料＋支払手数

料＋関税＋販売手数料＋FBA 発送手数料＋月間保管手数料)＝“利益” 

 

 

一つの商品の利益を出す為にはこれだけの必要経費が掛かっています。 

1 商品ずつ電卓で計算していては膨大な時間が掛かりますので、教材特典のリサーチファイ

ル(Excel)を使用して、しっかりと利益計算をして仕入れ判断をしていきましょう。 

 

また、各経費の意味などあまり理解出来ていない場合は、Google などで調べて必ず理解す

るようにしてください。(利益・お金に関わる重要な部分です。) 

 

Amazon 月間登録料や月額のツール等も掛かってきますので、毎月固定費がどのくらい掛か

っているのかも把握しておきましょう。 

 

各費用のなかにはコストを下げることが可能な部分もありますので、将来的には下げられる

コストは下げていきましょう。 

 

 

 



                                       - 70 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

【コスト削減例】 

 

国際輸送をより安い業者で行う 

支払いをペイパルでは無く、国際送金・銀行振込で行う 

国内運送業者と契約を結び送料を下げる 

代行業者ではなく中国人パートナーを見つける 

etc 

 

各数値の意味を理解し、下げられるコストは下げて利益を伸ばしていきましょう。 
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第５章：中国輸入リサーチ基礎編(相乗り出品) 

 

ここまではビジネスを始める為の準備や、基礎知識の学習がメインでしたが、いよいよ中国

輸入ビジネスの利益の源となる“リサーチ”のやり方についてお伝えしていきます。 

 

４章までの準備がしっかりと出来ているとリサーチがスムーズに進みますので、まだ準備が

出来ていない方は４章までに書かれている各種登録や基礎知識を確認してから進めていき

ましょう。 

 

また、リサーチの手法をお伝えするにあたり文章(PDF)だけでは伝わりにくいので、動画教

材を用意しましたので、そちらも合わせてご覧ください。 
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(１)相乗り出品とは 

 

Amazon で商品を販売する場合、原則【1つの商品＝1商品ページ】というルールになってい

ます。 

その為、複数の出品者が同じ商品を出品する場合、全ての出品者が同じページに出品するこ

とになります。 

 

 

 

 

 

例えばこちらの商品ページは、バニードレス(1つの商品)に７店舗のセラーが同時に出品し

ています。 

このように 1つの商品ページに、複数のセラーが出品することを相乗り出品と呼びます。 

 

(相乗り出品は 1台の乗り物に複数で乗り合わせる“相乗り”が語源となっています。) 
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(２)相乗り出品で販売していく理由 

 

中国輸入ビジネスが初めての方は、まずは相乗り出品からスタートさせることをオススメし

ています。 

理由としては、すでに需要がある商品(人気商品)を把握してから(リサーチしてから)仕入れ

て販売出来る為、初心者でも結果が出やすいビジネスモデルだからです。 

 

Amazon ですでに販売されている商品の売れ行きなどをリサーチすることにより、売れ筋商

品のみを仕入れて販売していくことが出来ます。 

 

ずるい言い方をすると後出しジャンケンのような販売戦略です。 

なので、リサーチをしっかりとしていれば“全く売れない”という状況にはほぼならないと

いうメリットがあります。 

 

しかし、デメリットもあります。 

 

利益の取れる手法なので、ライバルも同じ商品を取り扱う可能性も大いにあります。 

たくさんのセラーが同じ商品を取り扱うと、みんな早く売り切りたいが為に商品価格を下げ

あって販売する、いわゆる“値下げ合戦”になることも良くあります。 

 

本来なら利益の取れる商品も、値下げ合戦始まると周りのセラーもどんどん値段を下げてき

ますので、アッという間に利益の取れない商品になってしまいます。 

これは相乗り出品のデメリットの一つとして覚えておきましょう。 
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しかし将来的にリサーチの精度が向上してくれば、値下げが起こりそうな商品はある程度予

想出来ますので、失敗を恐れる必要はありません。 

デメリットもありますが、しっかりとリサーチすればそれを上回る利益を取ることは十二分

可能なので、まずは相乗り出品からビジネスをスタートさせていきましょう。 

 

 

(３)相乗り出品リサーチ手順 

 

それではこれから相乗り出品のリサーチ手順を解説していきます。 

動画教材でより詳細に解説しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。 

 

 

・リサーチする前に準備するもの 

・Amazon ・モノレート ・FBA料金シュミレーター  

・タオバオ ・アリババ ・翻訳サイト リサーチリスト(Excel) 

 

 

① Amazonで販売されている中国商品を見つける 

 

まず始めに Amazon HP を開き、中国商品と思われる商品を見つけていきましょう。 

初めてリサーチをする場合、どの商品が中国商品なのか区別がつかないと思いますので、 

中国商品を検索しやすいキーワードをお伝えします。 
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[中国製]   [コスプレ]   [ハロウィン]  [ウィッグ]  [サバゲー] 

[ノーブランド＋〇〇〇]  ←アウトドア・iPhone ケース・キッチン・カー用品 etc… 

 

 

上記のキーワードで検索して表示される商品の半数以上は中国商品だと思って頂いて結構

です。 

商品の一覧が表示されたら、1つ商品を選んで商品ページを見てみましょう。 

 

 

◆中国商品かどうなのかを判断するポイント◆ 

 

 

・出品者が２店舗以上(すでに相乗り出品されている) 
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・商品画像背景が白抜きでは無い (タオバオなどから流用した画像) 

 

 

・画像のモデルが中国人のような雰囲気 
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・説明文に中国製と表記されている 

 

 

 

 

 

・説明文に JAN コード取得済みなどの記載がある (JAN コード取得＝ノーブランド品の可

能性大) 

 

 

 

上記のポイントを参考に、中国輸入商品と思われる商品を探していきましょう。 

何度もリサーチを経験していくと中国商品を瞬時に見極めれるようになりますので、最初の

うちは大体の感覚で商品を選んでいきましょう。 

Amazon 内で商品を一つ選べたら次のステップに進みます。 
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② 選んだ商品がリサーチする対象になるか見極める 

 

キーワードなどから中国商品と思われる商品を見つけたら、その商品がリサーチするべき 

対象商品なのかを見極めましょう。 

全ての商品をリサーチしていては時間がいくらあっても足りません。 

見るべきポイントを押さえて、利益の取れる見込みのある商品のみをリサーチしていきます。 

 

◆リサーチする対象になるか見極めるポイント◆ 

 

・商品価格が 1000円以上であること 

 

1000 円以下の商品は FBA で販売すると利益が取りづらい為、1000 円以上の商品をリサーチ

していきましょう。 

(自社発送で販売する場合は可) 

 

 

・モノレートのグラフが変動していること 
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そもそも売れていない商品をリサーチしても意味が無い為、前もってチェックしておきまし

ょう。 

 

 

・販売価格に対して、商品重量が重すぎないこと 

 

中国～日本への国際送料は 1g＝1 円 程なので、販売価格 2000 円の商品で重量が 1000g

程あると利益がほぼ取れません。 

販売価格に対して商品重量が重すぎる商品はあらかじめリサーチ対象から外しましょう。 

 

 

・ライバルが多すぎないこと 

 

ライバルが多い商品は商品を売り切るまでに時間が掛かります。(在庫リスク) 

また、ライバルが多いと値下げ競争になりやすく、利益を確保しにくい為。(値下がりリス

ク) 

理想は FBA出品者が 5店舗以下。(売れ筋の商品の場合はライバルが多くても可) 

 

 

上記のポイントを確認して、リサーチ対象となる商品かどうかを確認しましょう。 

確認出来たら次のステップに進みます。 

 

 



                                       - 80 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

③ 中国で商品を探す 

 

中国商品の可能性があり、リサーチ対象となることを確認出来たら実際にその商品が中国で

販売されているかリサーチしていきましょう。 

 

今回は[コスプレ ハロウィン]のキーワードで検索したこちらのコスプレコスチュームを

例に解説していきます。 
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◆この商品をリサーチ対象にした理由◆ 

 

価格が 2980円と低すぎない ライバルになりうる FBA出品者が 2店舗 

モノレートから販売数が多いと判断 

 

 

それでは、この商品を中国のタオバオで検索していきましょう。 

タオバオで商品を検索するには中国語のキーワードが必要なので、Amazon の商品名を翻訳

サイトで中国語に翻訳しましょう。 

 

 

↓Google翻訳 
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翻訳した中国語をタオバオで検索します。 

 

 

今回は一度で探している商品が出てきませんでした。 

このような場合は、 [似たような商品ページからキーワードを拾い] 再度検索していきま

しょう。 

↓探している商品と近いページ 

今回は [海盗服装] というキーワードに目を付けました。 
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[怪盗服装 女] のキーワードで再度検索してみます。 

 

すると探していた商品と同じ商品をタオバオで見つけることが出来ました。 
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さらに商品ページを詳しく見てみます。 

 

 

価格 83元 直近取引回数 6 

在庫数は 661個あります。 

 

この店舗から購入しても良いのですが、さらに安くて販売実績の多い店舗から買い付けたい

ので、さらにリサーチを進めます。 

 

 

タオバオで商品を見つけることが出来たら、必ず [アリババ]でも商品を検索するようにし

てください。 

理由としてタオバオは小売りなのに対して、アリババは卸販売をしているので、安く仕入れ

ることが可能だからです。 

タオバオの店舗も、アリババから仕入れて販売しているところがたくさんありますので、同

じ商品でも安く買えることが多々あります。 
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↓アリババ商品ページ 

 

タオバオで見つけた商品のキーワードを使い、アリババで検索を掛けると同じ商品を見つけ

ることが出来ました。 

価格 3～29個 60元   20～149個 58元   150個以上 55元 

直近取引数 33 回  

 

最低ロットは 3 個からですが、タオバオの 83 元に比べて 23 元程安く購入することが出来

ます。 

手数料などを加味すると 1 商品あたり約 500円安く購入出来ることになりますので、差額は

利益に上乗せされます。 

 

少し手間をかけることで利益を上乗せ出来ますので、是非アリババ検索も活用してみてくだ

さい。 
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(４)利益計算をして仕入れ判断をする 

 

中国で商品が見つかれば、その商品を仕入れて販売すると利益がどの位になるのかを計算し

ましょう。 

電卓で計算していくと効率が悪いので、利益計算には Excelファイルを使用します。 

教材特典のリサーチリストを活用して頂ければ、すぐに利益を計算できますので是非活用し

てください。 

 

利益計算、仕入れ判断などは利益に直結する大切な部分ですので動画で詳しく解説しており

ますので、そちらをご覧ください。 

 

 

 

先ほどリサーチしたコスプレ衣装を利益計算してみたところ、1 つ販売すれば約 662 円の 

利益が出ることが分かりました。 

↓モノレート 1ヶ月間グラフ 

 

モノレートから予想出来る 1ヶ月の販売個数は約 40個で、FBA出品者が現在 2店舗。 
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自分が参入して 3店舗になったとしても 1ヶ月約 10個以上は商品が売れる予想です。 

 

662 円×10個 ＝ 月間利益約 6620円 

利益率がやや物足りないですが、1商品で 1ヶ月約 6620円の利益が出る計算になります。 

(値下がりリスク、ライバル増加のリスクはあります) 

このような商品が 10種類、20種類とさらに取扱商品数が増えていくと月間の利益が大きく

なってきます。 

 

仕入れ商品の各数値の目安として 

営業利益率 25％以上 投下資本利益率 50％以上 1ヶ月予想販売個数 3個以上 

このラインを基準に仕入れていけば良いです。 

(あくまでも目安なので、自分の基準を決めていきましょう。) 

 

このように相乗り出品では、多品目を取り扱い利益を上げていきます。 

イメージ出来てきたでしょうか。 

  

まずは教材の動画を参考に実際にリサーチに挑戦してみてください。 

０→１ の段階が一番エネルギーを使います。 

最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れてくるとたくさん商品を見つけられるようにな

りますので、諦めずにチャレンジしてみてください。 

 

リサーチが進み、仕入れることが出来る商品が増えてくれば、利益もそれに伴い増えてきま

すので頑張っていきましょう！ 
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(５)中国輸入ビジネス販売戦略 

 

 

中国輸入ビジネスを実践するにあたっての基本的な販売フィールド・戦略・商品ラインナッ

プなどについて解説していきたいと思います。 

 

 

【ビジネスをするフィールドについて】 

 

私たちがビジネスのライバルと戦うフィールドを海に見立てて、レッドオーシャン(ライバ

ルのひしめく赤い海)ブルーオーシャン(ライバル不在の青い海)といいます。 

 

レッドオーシャンのフィールドではライバルが多く、価格競争も激しくある意味戦場の様な

フィールドです。 

初心者のうちはあえて“市場の出来上がっている”レッドオーシャンのフィールドでビジネ

スを繰り広げ、リサーチ・仕入れ・販売などの力を付けていきます。 
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先人のライバル達が戦った痕跡があちらこちらにありますので、それをうまく利用して立ち

回っていきます。 

レッドオーシャンで戦う戦略としては基本的に“相乗り出品”をメインに展開していきます。 

 

相乗り出品のメリットは、過去の売れ行き、値段の変動などを確認して売れると分かってい

る商品のみ仕入れて販売していきますので、これからビジネスをスタートさせる方にはもっ

てこいの戦い方だといえるでしょう。 

ここでビジネス力を鍛えて、次のステージに進みましょう。 

 

ブルーオーシャンのフィールドは、競争相手のいない未開拓市場を意味します。 

 

いきなりブルーオーシャンを目指したがる方もいますが、ビジネスの経験も浅く市場の動き

を読めないうちはライバルもいないが、お客さんも来ないという状態にもなりかねません。 

ですので、一定の知識・実力がついてから進みましょう。 

 

ブルーオーシャンの戦略としては基本的に“新規出品”をメインに展開していきます。 

新規出品のメリットは、ライバル不在で好きな価格で販売出来ることです。その為利益率な

ども自分で決めることが出来ます。 

より価値があり、お客さんが求める商品を市場に持ち込むことで“独占販売”することを目

指します。 

 

将来的にはオリジナルブランドを作ることもなども可能ですので、自分だけのビジネスを展

開することが可能です。 

ですので、転売だけでは無く最終的にはブルーオーシャンでビジネスを展開することも可能

だという意識を持って、中国輸入に取り組んでいきましょう。 
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【中国輸入相乗り出品の販売戦略】 

 

 

相乗り出品は Amazon で売れている商品ページに、中国から仕入れた商品を出品していく販

売方法です。 

メリットとしては、過去の売れ行き・販売価格・出品者数などを分析したうえで販売してい

きますので、リスクが少なく結果がでやすい販売手法です。 

 

逆にデメリットとして、ライバルが増えやすく価格競争による商品の値崩れが起こりやすい

傾向にあります。 

効率的に結果を出す為には、有効な戦略を持って取り組むことが大切ですので、相乗り出品

で有効な戦略をお伝えししたいと思います。 

 

その戦略とは 『多品種展開販売戦略』 です。 

 

この戦略のキモは、扱う商品の“種類”を増やし自分の商品の“露出”を上げていくことに

あります。 
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例えば、1商品を 100個扱うのと、100商品を 1個ずつ扱うのでは、Amazon での商品露出に

大きな差がでます。 

100 商品扱っていればお客さんの目につく機会も多くなりますし、その分販売機会も増えま

す。 

 

爆発的に売れる商品を 1種類選び 100個販売していくことも可能ですが、最初のころは商品

選定知識も低いので、その商品がもしも売れなかったら大きなダメージを負ってしまいます。 

しかし商品の種類を多く扱っていると、その中の数点が赤字になってしまっても、トータル

で見たときにプラスに持っていけるので、リスクヘッジの意味合いもあります。 

商品の種類を増やし、露出を高め、適正在庫を持ち、トータルで収支をプラスに持っていく

ことが相乗り出品で成果を出すポイントです。 

 

空手の“型”と同じように最初の頃はこの、『多品種展開販売戦略』で手堅く利益を出して

いってください。 

中国輸入に慣れてきたらここにオリジナルの戦略を取り入れて、さらに成果を出していきま

しょう。 

 

 

【商品ラインナップの組み方】 

 

リサーチをして利益の取れるものなら何でも仕入れる方法でも成果を出すことは可能です

が、商品ラインナップ組み方を知りバランスよく商品を取り扱うことでさらに売り上げが 

安定してきます。 

その商品ラインナップの基礎となる考え方が商品を“高回転型”“利益重視型”に分けて考

えバランスよく商品を取りそろえる方法です。 
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高回転型商品の特徴は、在庫滞在期間が少なくとにかく良く売れる商品です。 

しかし良く売れる商品だけあって、価格も適正価格で利益率も低めの傾向があります。 

 

利益重視型商品の特徴は、売れ行きはそこまで良くないが売れたときの利益がかなり良い商

品のことです。 

 

 

販売戦略のイメージとして、高回転型商品で売り上げの基礎を作り資金を回す。その基礎が

出来上がった状態でじっくり利益率の高い商品を販売していく。 

こうすることで、売り上げがあるが利益が低い薄利多売型や、利益率は高いがなかなか売れ

ない売上不安定型の状態に陥ることを防ぐことができます。 

また取り扱う商品ジャンルも固定せず、最初のうちは出来るだけ幅広いジャンルを扱い経験

を積んでいく方が良いでしょう。 

 

取扱商品の種類を増やし、高回転型・利益重視型を意識してラインナップを組み、露出を高

め、適正在庫を持ち、リピートをかけていき、トータルで利益を上げていく。 

 

この考え方のもとにビジネスを進めていくと、赤字になるリスクは極めて低いので、是非考

え方を理解してビジネスを進めていきましょう。 
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第６章：商品の発注・荷受け・検品・納品 

 

この章では、リサーチをした商品を中国に発注したり、Amazon の倉庫に商品を納品したり

する方法について解説していきます 

一度覚えてしまえば後はずっと同じやり方で出来ますので、しっかりと学んでいきましょう。 

 

(１)商品の発注方法 

リサーチが完了して仕入れる商品の選定が済んだら実際に商品を仕入れてみましょう。 

 

３章でもお話しましたが、私たちはタオバオやアリババから直接商品を購入することが出来

ません。 

その為、商品の仕入れは [代行業者] にお願いします。なので、まずは取引する代行業者を

1 つ決めましょう。 

代行業者の探し方は、Google などで [中国輸入 代行業者] と検索するとたくさん出て

きます。 

その中から１つ選んで実際に商品を発注してみましょう。 
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・代行業者への発注の流れ 

 

① 利用する代行業者を決める 

 

まず取引する代行業者を決めましょう。取引する代行業者が決まれば、その代行業者の HP

を開きます。 

基本的に HPを見れば取引方法などが記載されていますので、それに従い発注していきます。 

 

 

② 発注書を作成する 

 

仕入れたい商品の発注書を作成して、代行業者に見積を取ってもらいます。 

Excel ファイルを利用して発注する方法と、Web ページから発注書を作る方法の 2 通りのや

り方がありますので、お使いの代行業者の取引方法に合わせて進めてください。 
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発注書には購入したい商品の 

商品名・購入先 URL・色サイズ・個数 

などを正確に入力しましょう。 

ここがきっちりと出来ていないと、後々面倒なのでしっかりと作成するようにしてください。 

 

 

③ 見積書を確認する 

 

代行業者に発注書を提出すると、タオバオやアリババの店舗に金額や在庫数を確認して見積

書を作成してくれます。 

代行業者から返ってきた見積書をしっかりと確認しましょう。 

(商品代金・中国国内送料・数量・各種手数料などは特にしっかりと確認しましょう。) 

 

見積段階でよく起こることの一つとして、タオバオ店舗などの [在庫切れ] があります。 

このような場合は、他店舗から仕入れるか、今回はその商品の仕入れは見送りましょう。 

在庫切れは結構起こり得ることなので、気にせず進めていきましょう。 

 

また、見積の段階で料金が予想より高かった場合などは発注をキャンセルすることも出来ま

す。 

見積もりは無料なので、合わないと思った業者とはこの段階で取引を辞めて、次の業者を探

していきましょう。 
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④ 商品代金を支払う 

 

見積書の金額などを確認して間違えが無ければ料金を支払います。 

支払い方法は、銀行振込、PayPalなどが一般的です。 

 

基本的に代行業者への支払いは 2回に分かれます。 

1 回目は商品代金などの支払い 2回目は国際送料などの支払いです。 

ここでは 1回目の商品代金などの支払いを済ませます。 

 

 

 

⑤ 買付を手配して商品が揃うのを待つ 

 

料金の支払いが完了すると、代行業者は商品の買い付けを手配してくれます。 

流れとして、商品をタオバオやアリババに注文して代行業者の中国事務所 1度集めます。 

そこで簡易検品を済ませて日本へ発送します。 

 

期間は 1週間～2週間ほど掛かるのが一般的です。 

また、この段階でトラブル(在庫切れ・商品破損等)があれば報告してくれます。 

返金の手続きなどをお願いして対処していきましょう。 
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⑥ 商品を日本へ発送する 

 

買い付けた商品が中国で全て揃えば代行業者から連絡がきます。 

商品は段ボールに梱包され、重量・体積などを計測して国際発送の準備に入ります。 

 

この段階になったら [国際送料] の料金が分かりますので、請求された金額を支払います。 

 

よく頂く質問で、仕入れる前に国際送料を知りたいと質問されるのですが、商品を実際に梱

包して計測してみるまで正確な国際送料の料金は分かりませんので、その辺りは理解してお

きましょう。 

料金を支払い国際発送手続きが完了したら、追跡番号を連絡してもらい、商品が無事日本に

到着するのを待ちましょう。 

 

これで代行業者とのやり取りは一通り終了です。 

 

・代行業者の対応などをチェックしておく 

 

代行業者と取引を終えたら、その代行業者の対応などをチェックしておきましょう。 
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・チェックポイント 

 

□スタッフ対応 

こちらから連絡して 24時間以内に返答があることが望ましいです。(定休日などは除く) 

また、発注から発送まで一人の担当者が付いてくれるところは対応が良いところが多いです。 

検品の出来具合も確認しておきましょう。 

優秀なスタッフさんが対応してくれると取引がスムーズに行えますので、対応をチェックし

ておきましょう。 

 

□業務スピード 

発注を依頼して商品が日本に到着するまで 3週間以内が望ましいです。(トラブル時を除く) 

このスピードが遅いと商品の回転サイクルにも影響がでますので、料金が安くてもあまりに

も遅い業者は逆に機会損失をうみますので避けた方が無難です。 

 

□送料等の料金 

送料などの料金は HPなどに表記されている料金通りだったか確認しておきましょう。 

また、中国国内送料などが異常に高くないかも見ておきましょう。 

数字を把握することはビジネスをしていく上で大切なことなので、しっかりと確認しておき

ましょう。 

 

 

何度も書きますが、最初のうちは代行業者を複数利用してみましょう。 

複数利用して [比較] してみることで違いが分かり、あなたに合った代行業者を見つける

ことが出来ます。 
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一度良い代行業者を見つけると、ビジネスを有利に進めることが出来ますので、是非色々と

試してみてください。 

 

 

 

(２)検品・納品に必要なアイテム 

 

代行業者に発注を依頼して商品の到着を待つ間に、検品・納品作業に必要なアイテムを揃え

ておきましょう。 

すでに持っている物はそのまま利用して、無いものは買いそろえておきましょう。 

 

また、これから Amazonで商品を販売していきますので、必要な物をあえて Amazonで購入し

てみて購入者の気持ちになってみるのも勉強になりますね。 

FBA と自社発送の違いなどを体験できて学びがあると思いますので、興味のある方は実践し

てみてください。 
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・必要なアイテム 

 

■ はさみ・カッター 

 

主に開梱作業に使用します。 

ホームセンターや 100均で安く調達できます。 

 

 

■ 透明テープ・テープカッター 

 

主に梱包作業に使用します。 

梱包に使うテープの種類は、【透明テープ】がおススメです。 

ガムテープより圧倒的に使い勝手が良いです。またテープカッターを使うことで作業がスム

ーズになります。 

ホームセンターや 100均で安く調達できます。 
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■ OPP袋・チャック付き袋・ストレッチフィルム 

 

中国商品は箱無しの商品なども多いので、OPP袋に入れ替えて販売していきます。 

小型の商品はチャック付きの袋に入れると、梱包もしやすく便利です。 

 

ストレッチフィルムは商品をまとめたりするときに使います。使用頻度は多く無いですがあ

ると便利です。 

どの商品も、ホームセンターや 100均で安く調達できます。 

まとめて購入する場合は、ネットで探すと格安のモノもあります。 

 

■ 24面ラベルシール 

   

FBA 商品ラベルを印刷するのに使用します。サイズは A4で 24面を使用します。 

“はがせるタイプ”も販売されており、商品に跡が残りづらく一部の購入者からは喜ばれま



                                       - 102 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

す。ただし接着力が弱いのが難点です。 

ネットで探すとたくさんの種類がありますので、コスパや人気度で選んでみてください。 

 

オススメのラベルシール 

マルチプリンタラベルシール A4 24 面 四辺余白 100 枚 

実際に使ってみて、コスパと使いやすさが一番良いと思ったので紹介しておきます。 

剥がせるタイプではありません。 

台紙に切れ込みがあり、ラベル貼りがスムーズになります。 

 

 

 

■  梱包緩衝材(プチプチ) 

こちらは必須ではありませんが、使うと輸送中の商品ダメージが防げます。 

まとめ買いをすると大きく非常に場所を取りますので、余裕のある方のみ購入しましょう。 

また、中国から発送されてくる段ボールの中に緩衝材が入っていることがありますので、そ

れを再利用することも出来ます。 

 

 

■ 納品用段ボール 

FBA 倉庫に送る為の段ボールです。 

中国から届いた段ボールがそのまま使えそうなら再利用してください。 

ダメージが大きく、再利用が出来そうもなければこちらで用意した物を使用します。 

http://www.amazon.co.jp/dp/B008BFTIWM
http://www.amazon.co.jp/dp/B008BFTIWM
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近くのスーパーやホームセンターなど貰うと無料で用意することが出来ます。 

費用は掛かりますが、ネットで調達することも可能です。 

また FBAに納品する段ボールのサイズには大きさの決まりがあります。 

【50cm×60cm×50cm】これより大きい段ボールは FBA 倉庫での受け取りを拒否されますので

段ボールのサイズには注意をしてください。 

 

 

■ プリンター＆コピーA4 用紙 

これは現在使用している物で大丈夫です。 

プリンターが無い方は、ネット等で安いものを探してとりあえず購入しましょう。 

今後輸入ビジネスをしていくにあたり必要になってきます。 

 

 

 

以上、上記のアイテムは必要な物ですので用意するようにしてください。 

また、納品作業を何度も経験していくと自分に合った便利グッズなども出てくると思うので、

より効率よく作業できるように環境を整えていきましょう。 
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(３)荷受け～検品手順解説 

 

 

ここからは、代行業者に発注した商品が中国から自宅に届いた際の、荷受け～検品の手順に

ついて解説していきます。 

初めて海外からの荷物を受け取る方は、やや戸惑うかもしれませんが手順を踏んで対応すれ

ば大丈夫ですので安心してください。 

検品をしっかりとおこなうことで不良品や商品間違いなどを、かなり減らすことができます。 

また、商品に問題があった場合は、早い段階ならば代行業者に返金などの対応をしてもらえ

ることがありますので、丁寧に検品作業をしていきましょう。 

 

・荷受け 

EMS で荷物を国際発送した場合、郵便局員の方が自宅まで配送してきてくれます。 

初めて荷物を受け取る際は、段ボールに英語や中国語などが書かれていて怪しい感じがしま

すが、あなたが注文した商品ですので送り先などを確認して間違いが無ければ受け取ってく

ださい。 

 

また、受け取りの際に【関税】を請求されることがあります。 
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これは【国】に納める税金ですので、請求された場合は全額支払ってください。 

EMS で段ボール１箱の場合は、関税が掛からないこともあります。 

請求されなければラッキー程度と思い、請求された時はきちんと支払います。 

 

 

・検品手順 

 

１．段ボールを開梱する 

【用意するもの】 カッター・ハサミ 

【適した場所】  広めの部屋 

 

カッターやハサミを使って、届いた段ボールを開けてみましょう。 

初めて中国商品を見ると、色々な意味でびっくりされる方もいらっしゃいますが、慣れるの

で大丈夫です！ 

 

段ボールが開いたら、中の商品を種類ごとに分けて取り出します。 

カッター等の刃を、あまり深く差し込み過ぎると商品を傷つける場合があるので注意してく

ださい。 
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２．数量・品質の確認 

【用意するもの】 仕入れリストを印刷した紙・ボールペン 

 

まず仕入れの際に使用した Excelファイルを印刷します。 

このリストを元に、順番に注文した商品の数量が合っているかを確認していきます。 

 

数量をチェックすると同時に、商品の品質も確認してください。 

中にはクオリティーが低く感じられる商品もあると思いますが、そういった場合は仕入れた

店舗にチェックを入れておき、次回以降の仕入れ先からは外すようにしてください。 

 

また、中国輸入に多いのが到着した商品の“箱”が潰れているケースです。 

これは頻繁にあることなので、あまり気にせずに新しいパッケージを入れ替えて販売してい

くようにしましょう。 

 

 

３．Amazonページと商品が合っているか確認する 

【用意するもの】 ＰＣ リサーチリスト 

 

数量・品質チェックが終わったら、仕入れた商品が Amazon のページと同じ物であるかを確

認します。 

仕入れファイルやリサーチリストから Amazon ページを開き、手元の商品と見比べて確認し

ます。 

色や形、付属品の有無などを確認してください。 

万が一商品が違った場合は、その商品を分けておきリサーチリストなどにも書き込み、再び
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仕入れをしないようにリスト化してください。 

問題が無ければ、納品作業へ向けて準備を進めていきましょう！ 

 

 

【検品時に問題があった場合の対応】 

 

・商品の数量違い 

中国輸入ではたくさんの商品を扱いますので、仕入れ個数と届いた商品の数が違うことは稀

におこります。 

そんなときは慌てずに原因を突き止め解決に当たりましょう。 

 

自分の提出した仕入れリストの注文個数は正しいか？ 

支払った代金は数量分とあっているか？ 

タオバオの欠品などで数量変更になっていないか？ 

 

まずは自分自身を確認してそれでも解決しない場合は代行業者に問い合わせをしてみまし

ょう。 

早い段階で問い合わせることで、問題をスムーズに解決できます。 

何か問題があった場合は、返金や、次回仕入れより代金を相殺してもらう等の対応をしても

らいます。 

問題は黙っていては解決しませんので、ビジネスオーナーとして対応して問題解決にあたり

ましょう。 
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・商品の破損 

商品の輸送中の破損も中国輸入では良く起こることです。 

明らかに梱包などに問題があった場合は、代行業者に連絡を取って再発防止に努めてくださ

い。 

また、キッチリと梱包をしていても商品の破損を完璧には防ぐことはできませんので、やや

大目に見る気持ちで対処しましょう。 

 

仮に 10 個仕入れて 1 個が破損していた場合、残りの 9 個を販売すればトータルで赤字にな

ることはほぼありません。 

多少傷のついてしまった商品などは、ヤフオクやメルカリで安く売りさばいて、仕入れ原価

分を回収することも可能です。 

 

 

・商品の種類違い 

このケースも稀に発生します。 

この場合は、まず自分が指定した仕入れ先の商品が Amazon の商品と合っていたのかを確認

します。 

自分が間違っていた場合は仕方無いですが、タオバオの店舗側のミス等でしたら、代行業者

に連絡を取って対応してもらいます。 

また、再発防止策として、代行業者の検品体制の強化をお願いします。 

 

そうすることで、中国側で問題に対応できるので解決がスムーズになります。 

商品の種類違いの場合も、ヤフオクやメルカリで販売することで、仕入れ資金の回収をする

ことができますので、是非活用してみてください。 
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(４)Amazon 商品登録手順 

Amazon で商品を販売する為には、“出品登録”という作業をする必要があります。 

これは、Amazon に「これからこの商品を販売します」と宣言する為におこないます。 

この登録作業を済まさないと Amazon で商品は販売できませんので、やり方を覚えていきま

しょう。 

 

【商品登録手順】 

 

今回はこちらのコスプレ商品を販売していく例を解説していきます。 

 

まず実際に仕入れをした商品のリストから、販売したい商品の Amazon 商品ページを開きま

す。 

仕入れた商品と間違いが無いか確認してください。 
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商品ページに【マーケットプレイスに出品する】という項目がありますのでそこをクリック

してください。 

 

するとこの様な画面が表示されま

すので、各項目について解説して

いきます。 

 

① 商品のコンディション 

基本的に新品で出品します。 

 

② 商品のコンディション説明 

商品の状態や、配送方法などを記

載します。 

無記入でも出品できますが、基本

的に入力するようにしてください。 
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コンディション説明は、このページ表示されます。 

最初は書き方のうまい出品者を見つけて、コピペでも OKです。 

慣れてきたらオリジナルの文章を入れましょう。 

 

③ 在庫数 

この段階では、基本的に『０』で入力して構いません。 

後で数量は変更できます。 

 

④ 販売価格 

リサーチ時のデータや、現在のカート価格を参考に入力してください。 

こちらも後から変更可能です。 
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⑤ 商品管理番号 

これは別名【SKU】と呼ばれるものです。 

未入力の場合、自動で番号が割り当てられます。 

商品登録する年月日で登録すると便利です。 

 

例 

平成 28年 10月 20日に商品登録する場合 

【28102001】【28102002】【28102003】・・・・・・・ 

この様に入力しておくと、Amazon の管理画面で仕入れ順に並ぶので管理がしやすくなりま

す。 

また、仕入れ価格や損益分岐点などを入れて入力して管理する方法などもあります。 

 

 

⑥ 提供する配送オプション 

こちらは FBAで販売する場合は FBAの項目を選んでください。 

自社発送をしたい場合は、出品者在庫を選んでください。 

 

ここまでのすべての項目が完了したら、【料金を計算】をクリックしてください。 

すると、【出品を確定し、納品手続きを開始する】という項目が出てきますので、クリック

して先に進んでください。 
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するとこの様に納品画面になりますが、この画面は進まずに閉じてもらって大丈夫です。 

これで Amazonへの商品登録は完了です。 

 

販売する商品がセラーセントラルに登録されているか確認する方法 

 

セラーセントラルを開く→左上の【在庫タブ】→【在庫管理】 

すると登録された商品の一覧が出ますので、登録した商品があるか確認してください。 

登録してから表示されるまでタイムラグがある場合がありますので、少し時間をおいてから

確認してみてください。 

 

ここまでで、商品登録の一通りの流れは完了です。 

仕入れ予定の商品を、正確に登録していきましょう。 

 

 

今回解説した方法は、[手動]の登録方法です。 

Excel ファイルを使用して一気にたくさんの商品を登録する方法がありますので、そのやり

方を動画で解説していますので、是非ご覧ください。 

一度覚えたら 5分程度で商品登録が済みますので、早い段階で習得していきましょう。 
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(５)FBA 納品手続き 

 

ここからは、FBA 納品手続きについて解説していきます。 

FBA 納品手続きとは、仕入れた商品を Amazonの FBA 倉庫に納品する作業です。 

FBA 倉庫に受領されて始めて、Amazonのページに商品が並びます。 

 

納品作業に入る前に、【検品】【商品登録】を済ませておきましょう。 

準備が整ったら納品手続きに進みます。 

 

【FBA納品手続き手順】 

 

まず、セラーセントラルの【在庫】タブから【在庫管理】を選びクリックします。 
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次に納品したい商品を選び、クリックでチェックマークを入れていってください。 

 

納品する商品にチェックを入れたら、【在庫商品を納品/補充する】を選択して次の画面に 

進みます。 
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次に新規の納品プランを作成していきます。発送元の住所が合っているか確認してください。 

梱包タイプについては、【個別の商品(異なる商品で構成)】を選択します。 

 

納品する商品の数量を入力していきましょう。 
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数量を入力して次に進み、【ラベルを印刷】をクリックして商品ラベルを作成しましょう。 

 

商品ラベルは[PDF]で作成されます。 

データを開いて、24面ラベルシールに印刷して商品に張り付けていきます。 

 

仕入れリストを確認しながら全ての商品にラベルを貼りつけていきましょう。 

ラベルの貼り付けが終わったら、画面を進めて発送準備まで進めます。 

 

商品の確認と修正という項目をクリックして、納品する商品の種類と数量に間違いが無いか

最終確認をしてください 

 

ここからは配送についての項目を選択していきます。 
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今回は【FBAパートナーキャリア】を使用した納品方法を解説していきます。 

(Amazon 出品者は FBAパートナーキャリアを割引料金で利用できる為) 

 

まず、配送業者の選択で【FBAパートナーキャリア】にチェックが入っていることを確認し

てください。 

次に輸送箱数のオプションを選んでいきます。 

 

段ボール 1箱を送る場合は   輸送箱数【1個】 

段ボール 2箱以上で送る場合は 輸送箱数【複数】異なる商品が輸送箱の中に混在する 

を選択してください。 

 

次に輸送箱の重量と寸法を計測して入力します。 
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□FBAパートナーキャリアの利用規約に同意します。にチェックを入れて、【請求額を承認】

をクリックします。 

そして【配送ラベルを印刷】をクリックして、PDF ファイルを開き配送ラベルを印刷してく

ださい。 

↓こちらの配送ラベルは、段ボールの外側にしっかりと貼り付けます。(あなたのショップ

の荷物という証) 
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ゆうパックのラベルは必ずカラーで印刷して、段ボールと共に郵便局に持ち込みます。 

また郵便局に電話をして、集荷依頼をしても OKです。 

 

全ての作業が完了したら、【クリックすると納品が完了します】をクリックして納品手続き

の作業は完了です。 

後は FBA倉庫に商品が到着して、Amazonの商品ページに反映されるのを待ちましょう。 

納品後は全て Amazonが商品を管理してくれます。 

 

 

納品手続きは最初、難しく感じられるかもしれませんが、落ち着いて一つずつこなしていけ

ば大丈夫です。 

また、確認作業を怠り不完全な状態で納品してしまうと、Amazon 側で受け取りを拒否され

ることもありますので、十分注意して取り組んでください。 

慣れてくると、かなりテンポよく作業を進めることが出来るようになりますので、是非しっ

かりと覚えていきましょう。 

 

 

また、どうしてもうまくいかない場合は Amazon のテクニカルサポートに問い合わせてみま

しょう。 

Amazon のスタッフは驚くほど丁寧に対応してくれますので、困ったことがあれば相談して

みましょう。 
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第７章：価格改定・利益計算・その他申請 

 

この章では Amazon に商品を納品した後にやることなどについて解説していきます。 

価格改定・利益計算・その他申請など、やや事務的な項目が多いですがビジネスを継続して

いく為にどれも大切なことなので、しっかりと学んでいきましょう。 

 

(１)商品価格改定 

 

Amazon で商品を販売していくにあたり、商品の販売価格を調整していくことは非常に大切

です。 

この販売価格によって売れ行きが良くも悪くもなったりしますので、適切な販売価格を付け

て商品の販売を促進させましょう。 

 

価格改定のやり方には様々な方法があります。 

基本的には【カートボックス】を獲得することがキモとなってきます。 

【利益率重視型】【回転率重視型】【最安値重視型】【価格崩壊助長型】 
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など様々な手法がありますが、どれが一番良いということはなく、状況・販売戦略によって

ベストな方法を選択していけばよいと思います。 

 

【基本的な価格改定の方法】 

 

セラーセントラルを開き【在庫】→【在庫管理】に進み、在庫管理一覧を表示させます。 

ここで注目して頂きたいのは、自分の販売価格より商品ページの最低価格の方が低い商品で

す。 

この場合は価格改定の余地がありますので、商品ページを開いてカート価格・ライバルの価

格を確認しましょう。 

自分の商品が最安値である場合は【✔最低価格】と表示されますので価格改定の必要はあり

ません。 
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今回は、コスプレ商品を例に価格改定について解説していきます。 

 

この商品ページのカート価格は FBA出品で 2150円です。 

この商品を 2300 円で販売する予定で仕入れて、商品出品後に値下がりが起こったケースを

想定して解説していきます。 

 

まず、自分より安い価格で出品している出品者がいる場合、出品者一覧からライバルの価格

を調べます。 
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この場合、【最安値】は自社発送の送料込み 1980円ですが、商品ページの【カート価格】は

FBA で 2150円なので、価格改定する場合はこの 2150 円に合わせます。 

 

ここで注意してもらいたいのが、自社発送の 1980 円に価格を合わせないということです。 

 

FBA 2150円でカートが取れているのに、自分が FBA 1980にしてしまうと一定期間はカート

を独占できますが、ライバルも値段を下げて追従してきます。 

必要以上の値下げは商品価格の崩壊に繋がりますので、注意が必要です。 
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ライバルの価格などを調査して、自分の商品価格を変えたい場合は在庫一覧より変更可能で

す。 

【販売価格】の数字を変更して【保存】をクリックすることで簡単に商品価格を変えること

ができます。 

 

このように自分が取り扱っている商品全てに目を通し、価格改定をおこなっていくことで  

よりスムーズに商品を販売していくことが出来ます。 

 

出来れば毎日少なくとも週に一回は価格改定をする時間を取りましょう。 

 

また、値下げだけではなくライバルがいなくなったページなどは適切な【値上げ】をおこな

うことにより、利益アップを狙えますので是非実践してみてください。 

将来的に売り上げが安定してきたら、有料ですが【価格改定ツール】という便利なものもあ

りますので、業務効率化の為に導入を検討してみるのも良いでしょう。 
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【オススメ 価格改定方法】 

 

価格改定の基本は、上記のようにカートボックスに合わせていくのが基本となります。 

しかし、値下げをすることにより利益率は下がりますし、せっかく仕入れた商品なのに赤字

で販売するのはあまり気持ちの良いものではありません。 

 

利益率が下がるのが嫌だからといって価格改定しないと、商品価格が崩壊してしまい二度と

利益の取れない状態になるかもしれません。 

そんな時に、価格改定の明確な基準を作っておけば、その場の感情に流されずに価格改定を

おこなうことが出来ます。 

色々なやり方がありますが、その中のひとつとして参考にしてみてください。 

 

ポイント１ 

損益分岐点まではライバルの値下げに合わせてカートを取りにいく 

 

みなさまに配布しているリサーチリストに、各商品の損益分岐点を求める式が組み込んであ

ると思います。 

その数値を参考に、損益分岐点まではライバルの値下げにとことん応じます。 

ただし一人の出品者だけが単独で値下げをおこなっている場合は例外とします。 

 

この値下げに応じる意図は、多少利益が減っても利益が確定している状態で売り抜けること

にあります。 

きちんとリサーチして適切な数を仕入れている場合、多くの商品を黒字で売り抜けることが

可能です。 
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ポイント２ 

商品価格が損益分岐点よりさらに値段が下がった場合は 2つの選択肢よりえらぶ 

 

 

① 再度価格が上昇するのを待つスタイル 

 

この方法は出品者が増えて値下がりがおこっているが、商品の売れ行きが比較的順調な場合

に選択します。 

 

商品の売れ行きが順調な場合、最安値の出品者から商品はどんどん売れていきます。 

そして最安値の出品者が在庫切れを起こすと、2番目に安い出品者がカートを取っていきま

す。 

また、この出品者がいなくなれば 3番目に安い出品者にカートが回ってきます。 

価格崩壊を起こしているので、当分新規参入者は入ってこないと予想出来ます。 

 

 

このように最安値の出品者から売れていき、価格は少しずつ戻っていくので頃合いを見計ら

ってカートを取りにいけば、黒字で商品を販売することが可能です。 

 

この時に他の出品者の【在庫数】などを把握していれば、適切なタイミングを伺うことがで

きるので有利に価格改定をおこなうことができます。 
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② 赤字で商品を販売して売り切るスタイル 

 

この方法は値下がりがおこっていて、なおかつ商品の売れ行きがあまり良くない場合に選択

します。 

 

この場合は商品の価格が戻ってくるのにかなりの時間を要する場合が殆どです。 

待ちのスタイルより、赤字でもとにかく商品を販売して次の仕入れ代金に回した方が得策で

す。 

また商品をそのまま長期間保管する場合、在庫保管料も掛かります。 

 

在庫商品は売れて初めてお金に戻ります。ですので、赤字でも販売してしまい一度商品を現

金化しましょう。 

その資金でまた利益の取れる物を仕入れて販売すると、収益を上げることが出来ます。 

 

 

【まとめ】 

上記の価格改定方法をベースに調整していけば、商品の回転も良く、赤字になるリスクも減

らすことが可能です。 

中国輸入のような【物】を売るビジネスをしていくにあたり、全ての商品を黒字で売りぬく

ことは非常に難しいです。 

 

中には赤字で販売しなければならない商品も出てくると思います。 

物販ビジネスを行うにあたって大切なことは、全て黒字で売りぬくことでも、赤字販売をし

ないことでもありません。 
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【ビジネス全体・トータルで収益をプラスに持っていく】 

この考え方が非常に大切になってきます。 

 

値下げ合戦になり商品を赤字で販売して、なんだか失敗したようで嫌な気持ちになった時は、

その一部分だけを見るのでは無く、一歩二歩さがって俯瞰的に全体を見渡してみましょう。 

 

きっと赤字でも商品を販売して、次の仕入れに回した方がプラスになるということが理解出

来てくると思います。 

商品を効率良く販売する為には、価格改定は欠かせませんので、自分なりにルールを作り 

是非こまめにチェックするようにしてみてください。 
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(２)評価依頼と評価削除 

 

Amazon で商品を販売していくにあたり、自社ショップの【評価】はとても大切です。 

評価はショップのイメージを決めますし、カートボックスの取得にも影響を及ぼします。 

 

あなたも商品を購入する際に、レビューや評価を調べてから購入した経験はないでしょう

か？ 

恐らく半数以上の方が、レビューや評価を参考にして商品を購入しています。 

それほどネットで商品を販売するにあたり欠かせない【評価】の獲得方法や、悪い評価の削

除の仕方などについて解説していきたいと思います。 

 

 

【Amazon評価の獲得方法】 

Amazon で商品を販売していて、購入者から評価を頂ける確率はおよそ 1％～3％程と言われ

ております。 

100 個以上販売してやっと評価を 1つ貰えるなんてことも珍しくはありません。 

 

ただ待っているだけでは、なかなか評価が付いていきませんので、最初のうちはこちらから

評価のリクエストメールを送りましょう。 

そうすることで、購入者から評価を頂ける可能性が大きくなり、結果ショップの評価も上が

ってきます。 

ただ評価のお願いをするだけでは無く、気遣いのあるメールを送ることで購入者の満足度も

あがりますので、是非実践してみましょう。 
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【評価リクエストメールの送り方】 

まず、セラーセントラルを開き 【注文】→【注文管理】の順に進みます。 

 

 

 

するとこのような一覧が出てきますので、【注文日より 5 日以上経過】している注文の   

データを確認します。 

この５日以上経過している注文のデータを選ぶ理由は、購入者のもとに商品が到着している

可能性が高く、評価リクエストに応じてくれやすいからです。 

 

注文日を確認できたら、購入者に連絡する：から名前をクリックしてメール送信画面を開い

てください。 
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件名：タブを【評価リクエスト】に変更してください。 

あとは本文を作成して送信すると評価リクエストメールの送信は完了します。 

本文はあらかじめテンプレートを作成しておき、コピペで送れるようになるとかなり効率的

にメールを送れます。 

 

 

【評価リクエストメールの本文作成】 

本文の内容につきましては、特典の評価リクエストテンプレート(Word)を参考にしてみてく

ださい。 

 

◆ポイント 

・店舗レビューでは無く、配送・梱包にフォーカスして評価をお伺いする 

・商品や配送に問題があった場合は誠意ある対応をすることを伝える 

・お客様からの評価を楽しみにしている姿勢を伝える 
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・Amazon5 段階評価の説明を【５】【４】満足【３】悪い【２】【１】最低と定義する         

(Amazonでの評価【３】は低いと判断される為) 

・評価用のリンクを付ける 

・感謝の言葉を伝える 

 

 

以上のことを意識して、自分らしいアレンジした文章を作ってみてください。 

お客さんに気持ちが届けばきっと評価してくれます。 

 

また、お客様よりクレームなどがあれば誠意ある対応をしましょう。 

クレーム対応が良ければ、逆に喜んで頂けることもあります。 

 

Amazon での販売はなかなかお客さんの顔が見えませんが、画面の向こう側で商品を購入し

てくれるのは人です。 

誠意ある対応を心掛け、良いショップ作っていきましょう。 

 

 

【悪い評価を貰った時の対応】 

どんなにしっかりと検品して、誠意ある対応をしていても、時には【悪い】評価を貰ってし

まうことがあります。 

Amazon では【１】と【２】を悪い評価、【３】を普通の評価と定めています。 

【３】の評価については【普通】となっていますが、【３】の評価が付くと全体の評価のパ

ーセンテージが下がりますので、販売者側にとっては悪い評価とほぼ同じ扱いになります。 
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ですので、悪い評価が付いてしまった場合は、【評価の削除】が出来る場合がありますので、

諦めずにチャレンジしてみましょう。 

 

 

【Amazonにて評価を削除出来る条件】 

 

以下の条件に当てはまる場合のみ、Amazon ではコメントを削除します。 

① コメントの中に一般的に卑猥もしくは下品であると考えられる言葉が含まれている

コメント場合 

② コメントの中に Eメールアドレス、名前や電話番号などの出品者の個人情報、また

はその他の個人情報が含まれている場合 

③ コメントが商品レビューに始終する場合。ただし、商品レビューに加え、出品者が

提供したサービスについて言及されている場合は削除の対象とならない 

 

 

殆どの悪い評価は、③の商品レビューに該当することが多いので、そのことを理由に Amazon

側に申請を出して評価を削除してもらいます。 

 

 

該当すれば悪い評価は、かなりの確率で削除してもらえます。 

ただし、「ありがとうございました。評価３」などはかなり削除が難しいです。 

そこは臨機応変に対応していきましょう。 
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【悪い評価の削除手順】 

セラーセントラルの一番下に【サポートを受ける】という項目がありますので、そこをクリ

ックします。 

 

 

画面右側に検索窓が現れますので、一番下の【お問い合わせ】をクリックします。 

 

 

次に【Amazon出品サービス】→【出品者出荷の注文】→【購入者からの評価】に進みます。 

注文番号と表示されている検索窓に悪い評価の【注文番号】を入力します。 
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↓今回は実際にこちらの評価を削除してみます。 

 

評価は【３】でレビュー内容が【コメントが商品レビューに始終する場合】に該当している

と思われます。 

(該当しているかどうかは、言いようであり個人の感じ方次第です。削除が微妙そうでも一

度チャレンジしてみましょう。) 

 

次に評価の見直しを求める理由にチェックを入れて、追加情報を入力して送信ボタンを押し

ましょう。 

 

追加情報には、 

『お客様より頂いた評価内容が【商品に関するフィードバック】に該当すると思われる為、

評価の削除を申請致します。審査の程よろしくお願い致します。』 

このような文章を入力します。 

すると、早い時はすぐに評価が削除されます。 
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場合によってはテクニカルサポートで審査をして、後ほど E メールで結果を送信してくる 

場合もあります。 

その場合は審査結果を待ちましょう。 

続けて評価を削除したい場合は【他の評価削除の依頼を送信する。】から申請をしましょう。 

 

 

【まとめ】 

以上が評価の依頼と削除についての解説でした。 

冒頭にも書きましたが、評価は自分のショップの【顔】ともいえる部分です。 

人はやはり評価の低いショップから、買い物をしたいとは思いません。 

 

品質の良い商品・サービスを提供して、良い評価を獲得して、たまに貰う悪い評価は可能な

限り削除しましょう。 

特に最初の頃は 1度でも悪い評価を貰うと、全体の評価が極端に悪くなります。 

 

例：良い評価１・悪い評価１ 全体の評価 50％ 
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ですので、評価はこまめに確認して削除できる悪い評価は削除していきましょう。 

評価が上がってくるにつれてカートの取得率なども上がってきますので、信頼出来るショッ

プ作りに力を入れていきましょう。 

 

 

 

(３)特定商取引法の表記 

 

これからビジネスを継続していくにあたり、Amazon に様々な[申請]をしていくことになり

ます。 

例えば、新規出品やカテゴリーの許可申請などがあります。 

その申請を行う際に必要となってくるのが、『特定商取引法の表記』です。 

 

この表記が出来ていないと、受けられない申請などがありますので、早い段階で表記を済ま

しておきましょう。 

 

 

・特定商取引を表記する 

 

まずは、セラーセントラル トップページの一番下にある [情報・ポリシー] をクリックし

ます。 
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次に出てきたページの、[出品者情報]をクリックします。 
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下記のようなページが表示されますので、必要事項を入力していきましょう。 

 

・入力例 (最初は空白なので下記の文章を参考に入力してください。) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

[特定商取引法に基づく表記] 

販売代表者氏名： 

店舗名： 

住所： 

電話番号： 

メールアドレス： 

 

返金、返品に関しては Amazon.co.jpの規約に準じます。詳しくは Amazonサポートまでお問

い合わせください。 

※業務効率向上のため、サポートはメールにて対応させていただいております。 できる限

り素早く対応させていただけるよう努力していきますので、 どうかご了承くださいませ。 

--------------------------------------------------------------------------------- 

全て入力したら[保存]をクリックして設定完了です。 
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(４)カテゴリーごとの申請 

 

Amazon では事前に許可を得ないと出品出来ないカテゴリーがあります。 

許可を得ていない状態で商品を仕入れても、Amazon では販売出来ませんので、必要なカテ

ゴリーは早めに許可を取っておきましょう。 

また、カテゴリーの許可を取ることで取扱商品の幅が増えて、ライバルと差をつけることが

出来ます。 

 

出品許可の申請が必要なカテゴリー 

・服＆ファッション小物 

・シューズ＆バッグ 

・時計 

・ペット用品 

・ドラッグストア 

・ジュエリー 

・食品＆飲料 

・ビューティー 

 

上記が出品許可の申請が必要なカテゴリーです。 

ドラッグストア、食品＆飲料、ビューティーは中国輸入では取り扱いませんので、それ以外

のカテゴリーを申請しておきましょう。 
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申請方法 

 

セラーセントラル トップページ右上の検索窓に [出品許可]と入力して検索します。 

 

 

検索結果が表示されたら、[出品許可の申請が必要なカテゴリー]をクリックします。 
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次に、カテゴリー一覧が表示されますので、必要なカテゴリーをクリックします。 

 

 

すると、申請について必要条件などが表示されますので、良く確認して一番下までスクロー

ルして[出品を申請]をクリックしてください。 

 



                                       - 144 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

後はカテゴリーごとに項目を入力する欄が表示されますので、出品したい商品の情報を入力

していきましょう。 

 

また、申請の際に[商品画像]をアップロードする必要があります。 

Amazon の規約に沿った、白抜きの画像が必要ですので用意しておきましょう。 

(Amazon の商品ページから保存したものでも大丈夫です。) 

 

売上見積りなどを入力する欄が出てきますが、正確な数値は必要ありません。 

あくまでも見積なので[100,000 円]とでも入力しておきましょう。 

 

全ての入力を済ませて[申請を送信]をクリックすると完了です。 

24 時間以内に Amazonから審査の結果がメールで届きます。 

 

審査に通らなかった場合は改善点を教えてくれますので、それに沿って再申請しましょう。 

以上でカテゴリーごとの申請は完了です。 

 

また、カテゴリー申請などの項目は日々変わっていきますので、どうしてもうまくいかない

場合は、セラーセントラル トップページ の右上[ヘルプ]→[お問い合わせ]から、テクニ

カルサポートに問い合わせをしてみましょう。 

 

Amazon スタッフが丁寧に対応してくれますので、何か困ったことがあれば相談してみまし

ょう。 
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(５)在庫補充通知の使い方 

 

Amazon で商品を販売していくにあたり、売れ筋商品の在庫を切らさずに販売していくこと

は非常に大切な部分になります。 

最初の頃は全商品を毎日チェックしていても良いのですが、商品数が増えてくるとかなり大

変な作業となってきます。 

そこで、Amazonセラーセントラルの機能【在庫補充通知】を活用してリピート発注の仕組み

を作っていきましょう。 

 

【在庫補充通知とは】 

補充通知設定を使用すると、各出品情報を随時確認せずとも在庫状況を把握することができ

ます。 

出品商品の在庫数が、設定した補充通知数、または過去 30 日間の販売実績に基づく在庫完

売までの週数のしきい値に達すると、Amazon から補充通知のメールが送信されアラートが

表示されます。 

 

在庫数が設定数より少なくなれば、赤色のアラートで教えてくれる便利な機能です。 
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【在庫補充通知 設定手順】 

 

セラーセントラルトップページ → 在庫タブ → 在庫管理 

 

在庫補充通知を設定したい商品に✔をいれる。 

 

 

 

 

 

 

 左上の選択一括項目から、【補充通知を設定す

る】を実行 
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・通知設定としきい値の設定 

 

在庫補充通知の通知方法は 2種類あります。 

 

① 補充をお知らせするときの在庫数： 

ある一定の在庫数に商品が減ったら通知してくれます。 

 

例【しきい値２】の場合 

指定商品の在庫数が 2個以下になるとアラート通知でお知らせしてくれます。 

 

 

②  販売実績に基づく在庫完売までの週数： 

Amazon での販売実績を元に商品が完売するまでの週数を予想して、通知してくれます。 

 

例【しきい値２】の場合 

指定商品の在庫が販売実績を元に、残り２週間で無くなる見込みがある場合にアラート通知

でお知らせしてくれます。 

 

おすすめ設定 

販売実績に基づく在庫完売までの週数： しきい値 ３ 

これは中国に商品を発注して Amazon に納品するまでのリードタイムが約 2 週間～3 週間程

かかる場合が多いからです。 
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その為、在庫が無くなる 3 週間前が一つ

の目安になります。 

全ての商品に数値を入力して、【保存】を

クリックすると設定は完了です。 

 

設定後すぐには機能しませんので、商品

登録をする際に一緒に設定しておくと便

利です。 

 

 

一度登録すると、在庫が無くなる約 3 週

間前にアラートでお知らせしてくれるよ

うになります。 

 

 

 

 

自分の目でチェックすることも大切ですが、こうしてシステムを利用して効率化することも

出来ますので是非活用してみてください。 
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第８章：オリジナル商品の販売 (新規出品) 

 

 

あなただけの、オリジナル商品を販売していく手法です。 

ヒット商品を生み出せば、1商品だけで月利 10万円以上も夢ではありません。 

 

単純転売では無く、商品自体を育てていく感覚で取り組めば将来的に大きな資産にもなって

きます。 

オリジナル商品を取り扱えることが中国輸入の醍醐味のひとつですので、あなただけのヒッ

ト商品を作り上げていきましょう。 
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(１)新規登録商品販売手法 

 

これまでは主に【相乗り】出品をメインに解説してきました。 

相乗り出品は、すでに売れていることを確認してから仕入れるので、初心者にはもってこい

の販売手法です。 

相乗り出品だけでもかなりの金額を稼げるのですが、【新規登録出品】をおこない自分だけ

のオリジナル商品を開発して販売していくことで、さらなる売り上げアップを目指すことが

可能となってきます。(ブルーオーシャン戦略) 

 

新規登録出品の流れとしては、まだ Amazon で販売されていない商品で売れそうな物を中国

側で仕入れて、Amazonに新規商品ページを作成して販売していきます。 

 

 

将来的には【OEM】や【オリジナルブランド】と組み合わせていけば、かなり大きなビジネ

スに繋げていくことも可能です。 

また、商品が売れないリスクもありますが、1度売れ出すと継続的に販売出来るというメリ

ットもあります。 

1 商品あたり月の利益が 1 万円の商品を 30個作ると、それだけで月収 30万円を達成できた

りします。 

最初は少しずつ取り組み、将来的なビジョンを意識しつつアイデアを出していきましょう。 
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(２)新規出品商品リサーチ 

 

相乗り出品でのリサーチは、Amazon で売れている商品を探して、その商品と全く同じ商品

を中国側で探す方法でした。 

新規出品用の商品リサーチは、まだ Amazon で販売されていない商品をリサーチしていきま

すので、今までのやり方とは少し違います。 

 

売れている物を探すのでは無く、売れるものを探していきます。 

最初のうちは“勘”に頼ったリサーチになってきますが、そこに各データなどを組み合わせ

て、リサーチ精度を上げていきます。 

経験を積むことによって、売れ筋の商品を作れるようになっていきますので、まずは実践し

てみましょう。 

 

 

■リサーチ手順 

 

・Amazonランキングをチェックして売れ筋商品を把握する 

 

Amazon ランキング 

 

Amazon ランキングでは、各カテゴリーの売れ筋商品をランキング形式で閲覧することが可

能です。 

https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/ref=zg_bs_unv_b_0_b_1?tag=lesgowisy-22


                                       - 152 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

どのような商品が Amazon では需要があるのかをチェックしてみましょう。 

 

使い方は、ページ左端のカテゴリー一覧から調べたいカテゴリーを選択して使用します。 

大カテゴリー、中カテゴリー、小カテゴリー、と絞り込んで検索することが出来ますので、

実際に調べてみましょう。 

基本的に日本国内メーカー商品が多いですが、じっくりと調べれば中国商品らしき商品を見

つけることが出来ます。 

 

Amazon ランキングでチェックするポイント 

 

・どのような商品が売れているのか 

・モノレートの動き 

・商品ページの作り方 

・商品レビューなど 
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1 位～20位だけではなく、最初はたくさんの商品をチェックしてみましょう。 

あまりにも上位過ぎる商品は、個人では取り扱うことが難しい物も多いので、広く商品を見

ていきましょう。 

 

 

また、ランキング上位にオリジナル商品を出している中国輸入セラーは、実力のあるセラー

が多いです。 

そのようなセラーがどんな商品を取り扱っているのかまた、どのように商品ページを作って

いるかは非常に参考になりますので、是非チェックしてみてください。 

 

良い商品ページを見つけたら、URLなどをストックしておくと、商品ページ作りなどにも活

かせますので、是非活用していきましょう。 
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・すでに売れている商品の類似商品リサーチ 

Amazon ですでに販売されている商品で、売れ行きの良い商品と似たような商品を探してみ

ましょう。 

 

普段の相乗り出品リサーチ時に、売れている商品と出会ったら URLや商品アイデアをストッ

クしておくことで、新規出品のリサーチがスムーズにおこなえます。 

(Excel やメモ帳にまとめておくと便利です。) 

 

“例” 

 

こちらの商品は、【サバゲー マスク】というキーワードで出てきた商品です。 

モノレートの波形はこのような感じです。 
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サバゲーのマスクは Amazon に数多く出品されおり低価格な物もたくさん出回っています。 

この商品は価格が 4,999円と高めに設定されているのにもかかわらず売れていたので、あえ

て少し変わったマスクを、見せ方次第で高額で販売できるのではないかと仮説を立ててみま

す。 

最初から単価の高い商品を扱うのに抵抗がある方は、もっと単価の低い商品からリサーチし

てもらって結構です。 

 

仕入れ先は安く仕入れたいので、アリババで探していくことにします。 

アリババの検索窓に【野战防护面具】と打ち込み検索をかけてみます。 

 

 

するとたくさんのサバイバルゲーム用のマスクが表示されました。 

ここで【売れている順】などに並び替えて商品をいろいろと見てみましょう。 
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中にはすでに Amazon で販売されている商品もありますので、偶然見つけたら相乗り出品用

に仕入れてみても良いと思います。 

リサーチ中に見つけたキーワードでさらに深堀して、気に入る商品を探してみましょう。 

 

売れそうな商品を見つけたら、同じ商品が Amazon に存在しないか検索をして調べます。 

該当商品が無ければ、いつものようにリサーチリストを使用して利益を計算していきましょ

う。(新規出品専用のリサーチリストを作ります) 

 

販売価格、国際送料などの項目は予想で入力していきます。 

各経費は高めに見積もっておくことで、後から意外と重量があり国際送料が多くかかってし

まった場合などにも対応することができます。 

このような手順でどんどん商品を探していきましょう。 

Amazon で売れている商品を見つけたら、そこから派生させてアイデアを出していきましょ

う。 

 

例えばサバゲー用マスクが良く売れているなら 

 

ドクロ・スカルタイプの物が多いが、ロボット風の商品はどうだろうか。 

怖いマスクが多いが、かわいいマスクはどうだろうか。(最近は女性も多い) 

マスクを手入れする道具はどうだろうか。(ケア用品は継続的に購入される) 

 

この様にアイデアを出していくことで、他には無い商品を選定することが出来ます。 
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また、Amazon 商品ページの【レビュー】などにもたくさんのヒントが隠されていますので 

是非チェックしてみてください。 

 

特に☆３の評価に注目です。 

 

普通レビューを付ける時は、良ければ☆４～５ 悪ければ☆１～２を付けます。 

☆３を付けるということは本当に普通と感じた場合もありますが、多くの場合は購入者の意

見や思いが書かれています。 

 

「もっと○○があれば良いと思う」 「思っていたより大きい」 

「持ちにくい形状だった」 「○○色があれば良いと思う」 etc 

 

このような購入者の思いを汲み取り、より良い商品を販売していくことで、売れる商品を販

売していくことが可能ですので、是非チェックしてみてください。 
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・あったら便利な組み合わせ、単価の安い商品はセット商品で販売する 

 

単品では利益が取りにくい商品は、セット販売することで効率的に販売することが可能です。 

例えばこちらのスリッパ 

 

モノレート 

 

かなり売れていることが分かります。 

スリッパを 1セットだけ販売していても、1,000円程で販売するのがやっとです。 

FBA で販売すると各種手数料が掛かりますので、実際あまり利益にはなりません。 

 

しかし、家族みんなで使える、カラーバリエーション、参加日・懇談会などの場所の提案  

軽量・静音などの強みを打ち出し、セット販売することでスリッパでも 4セットを 2,780円

で販売することが可能です。 
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また単価が極端に低い商品はセット販売することで利益を取ることが可能です。 

例 

 

モノレート 

 

これはペイントして使うマスクですが、1枚だけだとかなり安く出品しなくては売れません。 

しかし 5枚セットにすることによりお得感が出て購買率も上がります。 

この商品の場合仕入れ値が 1つ 1元以下と予想されますので、出品者はしっかりと利益を出

していると思われます。 

 

この様にセット販売することにより、売れなかった物が売れる様になり、また参入障壁にも

なります。 

ただ数量を増やしてセットにするだけではなく、アイデア次第で良い商品をたくさん作るこ

とが可能です。 

ぜひ、自分だけのオリジナルセット商品を考案してみてください。 
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【楽天など他のショッピングサイトでの売れ筋商品を参考にする】 

 

Amazon で商品を販売していると、Amazon内だけでの視点に固定されがちです。 

日本には、楽天や Yahoo！ショッピングなどの大手ショッピングサイトから、小さな専門店

など様々なショップがあります。 

 

もし Amazon以外のショップでたくさん売れていて、その商品が Amazonでまだ販売されてい

ない場合などは、かなりチャンスとなります。 

この様に視点を広げることで、様々な商品のアイデアも浮かんできます。 

ですので、Amazon だけでは無く、他のショッピングサイトなども見てみるようにしましょ

う。 

 

・他のネットショップでの売れ行き判断 

 

楽天などで商品の売れ行きを調べる際、モノレートのようなサイトはありません。 

なので、売れているかの判断は主に【商品レビュー】と【ランキング】から推測していきま

す。 

レビューは商品を購入したお客さんが付けるものなので、そもそも商品が売れていなければ

レビューは付きません。 

1 つレビューが付いていると、だいたい 5 個から 10 個はその商品が売れていると予想出来

ます。 

また、楽天にはランキングというものがあり、各カテゴリーの売れ筋商品を見ることができ

ます。 

楽天ランキング 

http://ranking.rakuten.co.jp/
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このランキングからも、たくさんのアイデアや売れ筋商品を見つけることが出来ますので、

活用してみてください。 

 

 

・実店舗、雑誌などを参考にする 

 

実店舗でも中国製品を取り扱っているところはたくさんありますので、時間がある時には店

舗で新規出品用の商品をリサーチしてみましょう。 

 

中国製品を取り扱っている店舗で有名なところは、[ドン・キホーテ] [LoFt ロフト]などが

あります。 

中国輸入を実践してからドン・キホーテに行くと、中国サイトで見た事ある商品とたくさん

出会うことが出来ます。 

実際に手に取って色々な商品を見ることが出来ますので、アイデアを出すには最適な環境で

す。 

 

また、ホームセンター等のプライベートブランドなどもほとんどが中国商品です。 

コーナンの LIFELEX（ライフレックス） や コメリのコメリセレクト などの多くの商品

が中国 OEM商品です。 

将来的に OEM(自社製品製造)などにも参考になりますので、時間がある時にチェックしに行

ってみましょう。 
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↑ホームセンターコーナン LIFELEX製品 (中国商品) 

 

その他、女性用雑誌などはトレンドに敏感で、売れる商品のアイデアがたくさん詰まってい

ますので機会があれば見てみてください。 

 

 

◆新規出品用商品を選ぶ際のポイント 

 

・ライバルが多すぎない、強すぎないこと 
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例えば、Amazonの検索窓で[iPhoneケース]と検索すると、Amazon内に約 188万件の関連商

品があることが分かります。 

 

次に[シャワーホース]と検索すると、Amazon 内に約 7 千件の関連商品があることが分かり

ます。 

あえて極端に比較する為にこの例を使いましたが、[iPhone ケース]の場合かなり多くのラ

イバルページが存在することが分かります。 

ライバル数が多い＝需要が多いというのは正解なのですが、初心者のうちはあまりライバル

が多く無いカテゴリーから新規出品をしていった方が成功率は高い傾向にあります。 

 

基本的に Amazon 内で売れる商品というのは、検索を掛けて 1 ページ目から 3 ページ目 ま

での商品と言われています。 

その中で特に売れるのがもちろん 1ページ目の商品達です。 

なので、ライバル数が多いと自分が出品した商品ページを検索結果の上位に表示することが

非常に難しくなります。 

 

今回の例で説明すると、 [オシャレな iPhoneケース] を販売するより [錆びないメタルシ

ャワーホース] を販売する方が、検索上位を取りやすく結果販売しやすいということが言

えます。 

 

もちろん需要がある商品を扱うことが大切ですが、販売しようとしている商品のライバルを

調べることも重要という事を理解しておきましょう。 
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(３)新規出品の参入障壁について  

 

新規出品の参入障壁とは、あなたが作った新規商品ページにライバルが相乗り出品してこな

いように工夫することです。 

手間暇掛けて作り上げ、売れるようになった新規商品ページにライバルが相乗り出品してき

たら売り上げも落ちますし、残念な気持ちになりますね。 

なので、自分が新規で作った商品ページにはライバルが相乗り出品してこれないように参入

障壁を作りましょう。 

ライバルの相乗り出品を完璧に防げる訳では無いですが、工夫しておくことで効果がありま

すので是非実践してみましょう。 

 

 

参入障壁の作り方 

 

① セット商品にする 

 

もっとも簡単な参入障壁の作り方は、セット商品にするというものです。 

あなたも相乗り出品のリサーチをしている時に、セット商品をうまく見つけることが出来ず

に悔しい思いをしたことは無いでしょうか？ 

単なるおまけでは無く、セットにすることでより魅力的な組み合わせになるものを選びまし

ょう。 
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“良い例” 

フィッシングルアー＋針はずし用ペンチ 

 

 

サバゲーポーチ＋カラビナ 

 

 

コスプレ衣装 ＋ 小物 

壁掛け収納 ＋ 壁用ウォールステッカー 

トラベルポーチ ＋ 収納袋 

iPhone ケース ＋ 液晶フィルム 

etc・・・・ 
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このようにセットになっていることで、より便利に快適になるようなセットを考えていきま

しょう。 

 

また、参入障壁の為だけに無理やり関係の無いものをセットにするのはやめましょう。 

 

“悪い例” 

コスプレウィッグ ＋ クリーニングクロス 

裁縫セット ＋ カラビナ   

サバゲーアイテム ＋ メモ帳  etc・・・ 

 

商品画像をセットの画像にすることにより、購入者に魅力が伝わり、セット商品として認知

されます。 

ですので、必ずセット全体の画像を 1枚は用意しておきましょう。 

そうすることでお得感 UP ＋ 参入障壁に繋がります。 

 

 

② 箱や袋を付けて販売する 

 

小物やアクセサリー類は、箱や袋などを付けて販売することにより参入障壁を作ることが出

来ます。 

例えば商品タイトルに [化粧箱付き] と入れて販売すれば、相乗り出品者は同じ化粧箱が

無ければ相乗りすることが出来ません。 

 



                                       - 167 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

 

 

アリババなどで探せばこのように低価格で箱や袋を探すことが出来ます。 

全く同じ箱や袋を用意される可能性はありますが、やらないよりはやった方が相乗り出品を

防ぐことが出来ます。 

また、オシャレな箱などが付いていると購入者も喜んでくれますので、興味のある方はやっ

てみてはいかがでしょうか。 
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③ 商標権を取得する 

 

参入障壁を作る上でもっとも効果的な手法は、商標権の取得です。 

商標権を取得することにより、法律により販売権などを守ることが出来ます。 

この方法はかなり有効なのですが、商標権を取得するにはお金と時間が掛かります。 

なので、タオバオ・アリババ仕入れで販売するような商品に商標権を取得するのは得策では

ありません。 

 

OEM などをして、オリジナルブランドを立ち上げるレベルのビジネスをする場合に有効的な

手法なので、選択肢の一つとして紹介しておきます。 

商標権の取得申請は自分でも出来ますが、弁理士などにお願いすることにより、全てお任せ

で取得することが出来ます。 

商標権が必要になったら、一度相談してみましょう。 

 

 

◆Amazon内で商標権絡みでおこるトラブル 

 

相乗り出品で、タオバオやアリババで仕入れることの出来る商品なのに、販売ページに  

【商標権取得済み】と書かれている場合が稀にあります。 

このような商品に出会った時は、基本的に相乗り出品をしない方が良いでしょう。 

このような商品ページに相乗り出品をすると、ページ作成セラーから警告付きの出品取り下

げメールが送られてくることがあります。 

中には脅し文句付きのメールを送ってくるセラーもありますので、そのようなメールが来た

ら Amazonテクニカルサポートに相談しましょう。 
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中には商標権を取得していないハッタリセラーもいますが、変に揉めてしまうよりもビジネ

スマンとして穏便に済ませた方が良いでしょう。 

どうしても納得のいかない場合は、弁護士を付けて話合うことも出来ます。 

しかし大体が時間の無駄なので、ことが大きくなる前にこちらから引きさがっておきましょ

う。 

 

 

(４)製品コード免除許可申請手順  

 

新規出品用の商品がリサーチ出来たら、仕入れる前に[製品コード免除許可申請]を申請して

おきましょう。 

 

Amazon に商品を新規出品する場合は原則商品の製品コードが必要です。 

日本の製品には JANコード(バーコード)などが当たり前のように付いていますが、中国商品

には付いていませんので、製品コード免除の許可申請が必要となります。 

この許可を受けることにより、Amazon 内に新規で商品ページを作成することが出来ますの

で、チャレンジしてみましょう。 

 

・製品コード免除の許可申請をおこなう前に確認しておくこと 

申請をする前に、特定商取引法に基づく出品者情報を設定しているかセラーセントラルから

確認してみましょう。 

特定商取引法に基づく表示について 

この設定を正しくおこなっていなければ、製品コード免除の許可申請を受けることができま

せんので、上記の手順を参考に設定しておきましょう。 

 

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=200436650&tag=lesgowisy-22
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【製品コード免除の許可申請手順】 

今回はアリババで見つけたサバゲー用のポーチを出品する例で解説していきます。 

 

製品コード免除の許可申請はこちらから 

 

申請ページを開き、必要な項目を入力していきましょう。 

 

① カテゴリー：今回はサバゲー用のポーチですので【スポーツ＆アウトドア】を選択しま

す。 

② 申請する商品のオンライン販売の年間売上の概算：【￥100,000以下】 

③ 商品のコンディション：【新品】 

④ 会社説明： 個人 小売業 Amazon.co.jp販売中商品概要 ホビー雑貨など 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/catalog-brand-application/catalog-form.html
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⑤ 製品コードなしで出品予定の商品、もしくは保有ブランドの概要： 

ノーブランド商品 サバイバルゲームで使用するポーチ 1SKU 

同じカテゴリーで複数出品する際はその旨を記載してください。 

 

⑥ 申請する商品の１例がわかるよう、現在記載があるサイトの商品ページのリンクを入力

してください： タオバオ・アリババの URLを入力します。 

 

⑦ ブランド名： ノーブランド 

申請するブランドとの関係を説明してください： 

1 販売者である他は特になし(仕入れて販売など)を選択 

 

⑧ 出品商品のアップロード方法：セラーセントラルの「商品の新規登録」からを選択 

⑨ 製品コードの免除申請の理由：メーカーが製品コードを付与していない商品を選択 
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⑩ 商品管理番号(SKU)と商品名：任意の SKUと商品名を記入 

⑪ 特定商取引法に基づく出品者情報を登録しましたか？ チェックを入れる 

 

全ての項目を入力したら一度見直し、連絡先などを入力して送信ボタンをクリックしたら 

完了です。 

 

 

 

申請した内容は審査されて、数時間後～数日後に出品許可合否の連絡が届きます。 

数日かかる場合もありますので、少し気長に待ちましょう。 
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↑こちらは Amazon テクニカルサポートからの審査完了メールです。 

今回の例では、[スポーツ＆アウトドア]カテゴリーで申請しましたが、[おもちゃ＆ホビー]

での出品権限を付与されました。 

この様に申請したカテゴリーとは別のカテゴリーで許可される場合もありますが、Amazon

の指示に従いましょう。 

 

また、時には審査に落ちてしまい許可が下りないこともあります。 

そのような場合は[テクニカルサポート]に問い合わせをしてみましょう。Amazon のスタッ

フはとても親切で丁寧に対応してくれます。 

申請手順についての不明点なども問い合わせると、親切に教えてくれますので是非活用して

みてください。 
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最初は色々と難しく感じますが、まずは実際に申請することから体験してみましょう。 

新規登録商品の取り扱いが出来るとビジネスの幅がかなり広がりますので、どんどんチャレ

ンジしていきましょう。 

 

 

また、この教材では詳しく解説しませんが、商品に[JAN コード]を付与することにより、  

製品コード免除の許可申請を受けなくても Amazon に商品を新規出品することが可能です。 

興味のある方は、Googleなどで調べてみてください。 
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(５)商品ページ画像について  

 

新規登録出品を実践していくにあたり、商品の【画像・写真】が必要となります。 

商品ページの画像は、コンバージョン(成約率)に大きく関係のある大変大切な部分です。 

 

レベルの低い微妙な画像を使っていると、売れる商品も売れなくなりますので、魅力的な商

品画像を用意しましょう。 

ここでは、Amazon の商品画像のルール、撮影方法などについて解説していきます。 

 

【Amazon 商品画像の規約】 

 

・メイン画像(1 枚目)の背景は純粋な白を使用すること(背景付画像は原則不可) 

・メイン画像は画像全体に占める 販売商品の大きさが 85%以上 

・サイズ 縦または横のどちらか長い側面が 500ピクセル以上 

・使用フォーマット：JPEG (.jpg), GIF (.gif), PNG(.png)  JPEG推奨 

・サブ画像(2 枚目以降)は、背景やイメージ画像、書き込みなどの使用が可能 

 

商品画像を選ぶ際は、上記の規約に沿っていることを確認したうえで使用しましょう。 

メイン画像に背景付の物を使用したりしていると、場合によっては規約違反により商品ペー

ジが停止になる場合などもあります。 

また、Amazon 規約通りに商品画像を選定することは、購入者にとって見やすいページ作り

にも繋がります。 



                                       - 176 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

商品画像の準備方法 

 

・タオバオやアリババの商品画像を使う方法 

 

この方法は簡単ですぐに商品ページが作れますが、ライバルに商品を特定されやすいことが

デメリットとしてあります。(画像検索などですぐに見つかってしまう) 

メリットとしては無料ですぐに実践できるということです。 

 

“タオバオの画像を取得する方法” 

タオバオの商品ページより欲しい画像を選び、【右クリック】で保存します。 

 

デスクトップや、専用フォルダーを作成して管理しやすい場所に保存しましょう。 
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“アリババの画像を取得する方法” 

 

アリババでは商品画像にブロックがかかっており、右クリックで保存出来ないようになって

います。 

ですが、お使いの PC で【スクリーンショット】を撮ることにより画像を手に入れることが

可能です。 

スクリーンショットの使い方については、お使いの PCや OSによって違いますので、Google

などで調べて使ってみてください。 

 

撮影したスクリーンショット画像を、PCプログラム【ペイント】などで開き加工することに

より、きれいな画像を用意することが可能です。 

 

 

・画像の白抜き加工について 

サイト上から入手した画像は【白抜き加工】をすることにより、Amazon規約に沿った画像に

加工することが出来ます。 

白抜き加工は、一般的には Photoshop や PowerPoint で加工します。 

専用ソフトなどで画像加工するとキレイに仕上がりますが、難易度は高めです。 

 

また、比較的簡単に白抜き画像を作りたい場合は、クリッピングマジック というサイトが

使いやすくて便利です。 

海外サイトで有料(15 枚 3.99＄～)ですが、直感的に使えてキレイな白抜き画像を作ること

が出来ます。 

 

使い方などは Googleで調べると紹介されていますので、気になる方は調べてみてください。 

https://clippingmagic.com/
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【プロのカメラマンに商品撮影を依頼する方法】(推奨) 

 

 

プロのカメラマンに撮影を依頼することにより、とてもきれいな商品画像を用意することが

できます。 

撮影依頼というとなんだか難しく感じますが、今はネットで気軽に依頼できますので是非利

用してみましょう。 

 

また、自宅の近くに撮影スタジオなどがあれば一度チェックしてみましょう。 

直接会って撮影を依頼できますし、撮影イメージや取り直しなども伝えやすく、うまく活用

できれば自分だけの強みとして生かすことも出来ます。 

 

“例” 

 

左 中国サイト画像             右 Amazon用に撮影依頼した画像 
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◆インターネットを使った撮影依頼方法 

 

基本的には Google や Yahoo！などの検索エンジンから業者を探していきます。 

検索ワードは【撮影代行 お住まいの地域】でたくさんの業者が出てきます。 

 

ここで気になるのは撮影料金だと思うのですが、相場は安ければ 1カット 180円程で撮影し

てくれます。 

180 円なら 1商品 4カットとっても 720円なので、商品を 1.2個販売すれば回収出来る金額

です。 

商品を送る往復の送料を入れても、1 商品 1000 円～2000 円できれいな商品画像が手に入る

なら非常に費用対効果は高いです。 

 

最初は不安に感じるかもしれませんが、ネット販売において商品画像は売り上げを左右する

ほど重要なので是非プロのカメラマンに依頼してみましょう。 

 

 

◆依頼する際の注意点 

 

・撮影イメージを正確に伝える 

撮影指示書などのファイルを渡してくれるところもあります。撮影イメージに近い画像を添

付して、細かく指示を出すことでイメージ通りの写真に仕上がります。 

・白抜きの写真をお願いする 

Amazon の画像規約に、メイン画像は白抜きを使用するとあります。ですので、撮影依頼時に

白背景での撮影をお願いしましょう。また、完全に背景を白抜きする場合は別途手数料が掛

かることがあります。数百円程ですので、料金を支払いお願いしましょう。 



                                       - 180 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

・一辺 1000ピクセル以上の画像で納品してもらう 

 

Amazon の商品画像にズーム機能があることをご存知でしょうか？ 

 

この様に PC で商品ページを閲覧する際に、商品画像をズームして閲覧することが出来る 

機能です。 

商品の細かい部分まで拡大して見ることが出来るので、購買率アップに繋がります。 

 

このズーム機能を使用する為には、商品画像の１辺が 1000 ピクセル以上の画像が必要とな

ります。 

ですので、撮影依頼時に１辺 1000 ピクセル以上で納品してもらえるように予め伝えておき

ましょう。 

 

上記の点を抑えておけば、良い商品写真を撮影することが可能です。 

また、商品写真の仕上がりには、撮影業者の“あたり”“はずれ”がどうしても関係してし

まいます。 

 

こればかりは若干“運”の部分もあります。一度良い業者に出会えば末永く使えますので、

微妙な業者に遭遇しても諦めずにチャレンジしていきましょう。 
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【自分で商品写真を撮影する方法】 

 

最近はデジカメの性能もかなり向上してきたので、素人でもきれいな写真が取れます。 

ネットで撮影ブースキットなども販売されていますので、腕に自信がある方は挑戦してみて

も良いかと思います。 

 

また、メインの白抜き画像をプロにお願いして、【イメージ画像】の部分を自分で撮影して

みるのも良いと思います。 

ファッション小物をカフェのテラスで撮影したり、工具を駐車場で撮影したりと、アイデア

次第では素人でも味のある写真が撮ることは可能です。 

 

商品そのものだけを見せるのでは無く、商品という“ツール”を手に入れた先の未来をイメ

ージしてもらうことが出来れば、販売数はかなり伸ばしていくことが可能です。 

ネット販売は画像一つで売り上げが変わってきますので、魅力的な商品画像を使用して売り

上げをアップさせていきましょう。 

 

 

◆売れる商品画像のポイント 

 

・メイン画像は白抜きで、思わずクリックしたくなるものを用意する 

・2枚目以降のサブ画像は、商品を使った際のイメージが出来るものを用意する 

・画像は、4枚以上用意する 

・ズーム機能を使えるように、画像サイズは一辺 1000ピクセル以上のものを用意する 

・スマホでの見栄えも意識する 
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(６)新規商品ページ作成手順 

 

新規出品用商品をリサーチして、製品コード免除の許可が下りればいよいよ商品ページの作

成をおこなっていきます。 

この商品ページの作り方次第で、商品の売れ行きを大きく左右すると言っても過言ではあり

ません。 

きちんと正しく効果的な手法で、Amazon に自分だけのオリジナル商品ページを作成してい

きましょう。 

 

 

◆商品ページ作成手順 

今回は、製品コード免除許可申請で申請した“サバゲー用ポーチ”の商品ページ作成を例に

解説していきます。 
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まず、セラーセントラルより 在庫タブ→商品登録→商品を登録する の順に商品登録  

ページを開きます。 

 

 

ページが開けたら、始めに製品のカテゴリーを選択していきます。 

今回は[おもちゃ＆ホビー]のカテゴリーで製品コード免除の許可を受けましたので、 

[ホビー]→[エアガン・モデルガン]→[サバイバルゲーム装備・衣料]→[ダンプポーチ・バ

ッグ]の流れでカテゴリーを登録します。 
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カテゴリー選択は、あなたの登録したい商品のカテゴリーに合わせて設定してください。 

 

何度か色々なパターンをクリックしてみると、近いカテゴリーが見つかります。 

購入者が Amazon で商品を検索する際のカテゴリーになりますので、出来るだけ正確に設定

するようにしてください。 

 

カテゴリーを設定して次に進むと、商品ページの詳細を作成するページに移動します。 

最初は少し難しく感じるかもしれませんが、一度覚えると次からは楽になりますので、解説

を参考に売れる商品ページを作成していきましょう。 

 

ここからは各項目の入力方法や、ポイントなどを解説していきます。 

【重要情報】 
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・商品名 

製品コード免除申請に申請した商品名を入力します。ノーブランド商品の場合は、商品名の

先頭に【ノーブランド】と入力してください。 

 

☆ポイント 

商品名のスペースは、必ず[半角スペース]で入力してください。全角スペースで入力すると

Amazon 内の検索で非常に不利になります。 

[禁止ワード]を使用しないこと。規約違反で商品ページを削除される恐れがあります。  

後ほど解説しますのでそちらをご覧ください。 

 

商品タイトルは、長すぎない、短すぎないこと。あらゆるキーワードを詰め込んでとても長

い商品名にしているページもありますが、基本的には NG です。逆に、[サバイバルポーチ]

だけのような短すぎるものも SEO 的に弱いので NG です。シンプルかつ分かりやすい商品名

を付けましょう。 

 

・メーカー名・ブランド名 

ノーブランドと入力しましょう。将来的にオリジナルブランドを作ったら、そのブランド名

を入れましょう。 

 

 

・型番・メーカー型番 

型番などは自分で勝手に付けても大丈夫です。今回は[SGP-1]にしました。(サバイバルゲー

ム用ポーチ 1作目の頭文字)このような適当なものでも大丈夫です。 
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・パッケージ商品数 

パッケージ内の商品総数を入力  

 

・色・カラーマップ・サイズ 

該当する色やサイズを入力します。今回はブラウン、サイズはフリーと入力しました。 

 

 

・販売形態(並行輸入品) 

中国商品ですので[JP Parallel Import]を選択します。並行輸入品と選択するとあまりイメ

ージが良くないと思われる方は、選択しなくてもページを作成することが可能です。   

(自己責任でお願いします。) 

 

・商品コード(JAN コード等) 

今回は製品コード免除の許可を取っているので、入力無しで大丈夫です。 

 

 

【バリエーション】 

サイズ・カラーなどのバリエーションがある場合は、登録していきます。 

1 カラー、1サイズごとに 1SKUが必要です。許可申請の時点で申請しておきましょう。 
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【出品者情報】 

 

・商品管理番号 

必ず製品コード免除申請の際に申請した[SKU]を使用します。 

 

・セラー保証について・生産国・予約商品の販売開始日・商品の入荷予定日 

必要に応じて入力します。空白でも問題はありません。 

 

・ギフト包装・ギフトメッセージ 

FBA でのサービスですので、✔を入れておきましょう。 

 

・コンディション説明 

いつもの出品コメントを入力しましょう。使い慣れコメントを使用します。 
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・在庫 

商品を納品する際に入力するので、空白で問題ありません。 

 

 

・コンディション 

新品を選択します。 

 

・販売価格 

任意の販売価格を入力します。 

 

・ポイント 

Amazon ポイントを付与したい場合は入力します。空白でも問題ありません。 
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・リードタイム 

空白でも問題ありません。 

 

・セール情報 

販売価格よりさらに安くセール価格で販売したい場合は入力します。 

 

・支払方法のオプション 

コンビニ決済、代金引換を設定している場合は✔を入れます。 

 

・フルフィルメントチャネル 

基本 FBAで販売しますので、FBA在庫を選択します。自社発送で販売したい場合は出品者在

庫を選択します。 
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【画像】 

 

画像は[ファイルを選択]と表示されているところをクリックすると設定できます。 

 

☆ポイント 

Amazon の規約に沿った画像を使用しているか確認しましょう。 

背景は白抜き、一辺 1000 ピクセル以上この条件を満たしている物を使用しましょう。 

また画像は商品を販売するうえで非常に大切なポイントになってきますので、より魅力的な

画像を用意しましょう。 

画像枚数は 4枚以上が好ましいです。 

商品本体だけでは無く、使用後をイメージ出来るようなイメージ画像があればさらに良いで

す。 
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【説明】 

 

商品の仕様と、商品の説明の 2種類があります。 

 

 

 

 

この項目に入力する文章は Amazon 内 SEO に影響がでますので、出来るだけたくさん自然な

キーワードを入れた文章を作成しましょう。(不自然は NG) 

 

商品の詳細を説明するのは勿論なのですが、その商品を使ったらどのような未来が待ってい

るのか(商品を使うことで得られるベネフィット)を伝える文章を作成しましょう。 

 

商品はあくまでもツールであり、購入者が欲しいのは商品というツールを使用することで手

に入る未来です。 

そのあたりを意識出来ると、魅力的な文章が書けると思います。 
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また、出品したい商品と似た商品を出品している商品ページを参考にするのも一つの手です。 

まるまるコピーはオススメしませんが、魅力的な商品説明をしているページは勉強にもなり

ますので参考にしてみましょう。 

 

 

商品の説明の入力欄では、[ENTERキー]では改行が出来ません。 

 

文章を改行したい場合は、 <br> と入力すると 1つ改行できます。 

2 つ改行したい場合は <br><br> と入力します。 

 

また、PC とスマホでは、表示のされ方に違いがあることも意識して文章を作成していきま

す。 
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表示される場所については下の画像を確認してください。 

PC で閲覧↓ 
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iPhone Amazon アプリ で閲覧↓ 

 

PC では[商品の仕様]がページの真ん中にきま

す。 

ここは、画像の次に購入者が注目するポイント

ですので、購買意欲を高めるような魅力的な説

明分を作りましょう。 

 

[商品の説明]は、PCではページの下部に表示さ

れてあまり注目されませんが、スマートフォン

では[説明]という項目で上部に表示され、購入

者の目に触れる機会も多いです。 

 

[仕様][説明]共に、最初の 1 行目が特に注目さ

れやすいポイントですので、そこを意識して文

章を作成しましょう。 

 

 

 

また、注目度の高い 1行目に、商品のサイズや、重量、カラーなどの情報を記載することは

非常にもったいないです。 

 

購入者は全ての文章を読んではくれませんので、特に最初の 1行目は魅力的なメッセージを

伝えるように意識しましょう。 

また、自分で作成した商品ページの見栄えを、PC からとスマホからチェックするようにし

てください。 
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【キーワード】 

商品ページには直接表示されませんが、購入者が Amazon で検索をおこなう際に入力しそう

なキーワードを選定することにより、購買意欲のある購入者を商品ページに誘導することが

出来ます。(SEO 対策) 

 

☆ポイント 

商品名と同じく、スペースは[半角 スペース]で入力すること。(全角スペースを使用すると

キーワードがうまく検索されない為) 

キーワードは適切なものを、たくさん盛り込む。 

商品名に入っているキーワードは、入力しなくても OKです。 

 

関係性の高いキーワードを使用する。 

(例えばノーブランドのバッグを販売するのに、キーワードにヴィトン・グッチなどはあま

り良くないです。検索数は上がりますが購入率、クリック率が下がって商品ページの評価を

落としてしまいます。) 

 

Amazon 検索窓、キーワードプランナーを活用する。(後ほど解説) 
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プラチナキーワードは Amazon からの指示が無い限り使用しないこと。 

 

【詳細】 

・メーカー希望価格 

この項目は出来るだけ入力するようにしてください。値段は自由に設定してもらって大丈夫

です。 

 

メーカー希望価格を入力すると Amazon 商品ページではこのように、参考価格に横線が入り

お得感を演出できます。 

これはマーケティング用語で[アンカリング効果]というテクニックのひとつですので、是非

活用してみてください。 
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その他の項目は、入力できそうな箇所のみ入力してください。空白が多くても問題ありませ

ん。 

 

 

【最終チェック】 

 

全ての箇所の入力が済んだら、一度全体をチェックしてみましょう。 

誤字脱字はないか？画像適切に使用しているか？キーワードはきちんと入力出来ている

か？ 

 

最終チェックが完了すれば、[保存]をクリックすると商品ページの完成です。 

 

作ったばかりの商品ページはすぐに Amazon に反映されませんので、少し時間を置いてから

商品ページを見てみましょう。 

全体を見渡しておかしなところが無ければ、商品ページ作成は無事完了です。 

おつかれさまでした。 

 

また、作成した商品ページはセラーセントラルの在庫管理画面からいつでも編集可能です。 

 

[詳細の編集]をクリックすることで簡単に編集することが出

来ます 
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ここまで色々と解説してきましたが、分かりにくい部分や、うまくいかない箇所は、Amazon

テクニカルサポートに相談してみましょう。 

 

売れ行きや、ビジネスレポートを活用して、自分の商品ページをカスタマイズしていきまし

ょう。 

商品ページは 1度作って終わりでは無く、カスタマイズしていくものです。 

 

また、完成した商品ページを PCやスマホで確認してみると色々な気づきがあります。 

 

試行錯誤を重ねて、売れる商品ページを作成してビジネスを加速させていきましょう！ 
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(７)規約違反キーワード・キーワード選定  

 

ここからは、商品ページ作成に関わる [キーワード] について解説していきます。 

このキーワード選定がうまく出来ていないと良い商品を販売していても、購入者の検索結果

に表示されず売れることはありません。 

キーワードは一見目立ちませんが、売れる商品ページ作成には欠かせない要素なので   

しっかりと学んでいきましょう。 

 

【規約違反ワード】 

 

規約違反ワードとは、新規商品ページ作成時に、 [商品名] に入れてはならないキーワード

の事を指します。 

 

Amazonの理念には、[よりシンプルに買い物が出来る ECサイト運営]というものがあります。 

楽天や Yahoo！ショッピングなどと Amazon を比べてみると、サイトの構成、広告、商品ペ

ージに至るまで全てにおいて Amazonは[シンプル]ということを追求しています。 

 

商品画像白抜きの規約なども、まさにシンプルさを追求しているからですね。 

その為、商品名を構成するワードにも、過度にアピールするワードや、特殊な記号などの使

用を規約で制限しています。 
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下記に規約違反ワードの例を掲載していますので参考にしてみてください。 

また、使用しても良いか迷う際は、Amazon のポリシーである[シンプル]であるかどうかを

考えれば、ふさわしいワードかどうかの判断が付きます。 

 

あとは、記号や出品者固有のサービス、価格に関することを避ければ基本的には大丈夫です。 

規約違反があれば最悪商品ページが削除されてしまいますが、あらかじめ気を付けて商品ペ

ージを作成すれば防げますので、しっかりと理解しておきましょう。 

 

また、どうしても判断に迷う場合はテクニカルサポートに相談しましょう。 

 

 

【規約違反ワード 一例】 

 



                                       - 201 -  

Copyright © 2016 HIGASHINO All Rights Reserved. 

 

 

上記のキーワードは原則使用禁止なので、商品ページ作成の際は十分注意してください。 

特に、お得、オススメ、人気などのワードは使ってしまいやすいので注意しましょう。 

 

【キーワード選定】 

新規商品ページを作成する際の、キーワード選定について解説していきます。 
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購入者が商品を探す時にメインとなる手段は[検索]です。 

Amazon の検索窓から検索された[ワード]が、自分の登録した内容と一致していれば検索上

位に表示されます。 

 

商品の露出回数が増えると、販売数も上がりやすくなってきますので、より検索されやすい

キーワードを設定することが大切です。 

最初の頃はキーワード選定が難しく感じられると思いますので、いくつかキーワードの取得

方法を紹介します。 

是非活用してみてください。 

 

 

 

【Amazonの検索窓を活用してキーワードを見つける】 

 

Amazon の検索窓に探したい商品のキーワードを打ち込むと、そのキーワードに関連する 

人気のキーワードが候補として自動表示される機能を [サジェスト機能] と言います。 

 

サジェスト機能に表示されているキーワードは、多くの購入者が実際に検索したキーワード

が候補として表示されています。 

ですので、検索率の高いこのキーワードを商品ページ作成時のキーワードとして活用してい

くことで、需要のあるキーワードを選定することが可能です。 
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“例” 

“Amazonすべてのカテゴリー [サバゲー] で検索” 

 

Amazon 検索窓で [サバゲー] で検索した結果、[装備・ゴーグル・マスク・服・べスト・グ

ローブ]などのキーワードがサジェスト機能に表示されました。 

 

また、カテゴリーを絞って検索するとさらにキーワードが見つかる場合もあります。 

“ホビーカテゴリー サバゲー ゴーグル で検索” 

 

[サバゲー ゴーグル] から、[メガネ対応、メッシュ、くもり止め] 等のキーワードが見

つかりました。 

サバゲー用のゴーグルを探している人の中には、[メガネ対応]という需要があるということ
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にも気付けたりします。(メガネを掛けていない人はなかなか気付かない。) 

 

また、楽天や Yahoo！ショッピングなど他のモールの検索窓を使うことにより、さらにキー

ワードを探すことが可能です。 

同じ検索ワードでも、モールごとに表示されるキーワードが微妙に違いますので、最初のう

ちは是非色々と検索してみてください。 

 

自分一人でキーワードを出しても限界がありますが、こうしてサジェスト機能を活用するこ

とで、検索需要のあるキーワードを簡単に見つけることが出来ます。 

 

 

 

Google AdWordsを活用したキーワード取得方法 

 

Google AdWords は Google が提供しているインターネット広告サービスです。 

ここの広告運用ツールに [キーワードプランナー] というツールがあります。 

 

本来はインターネット広告用のキーワードを選定するツールなのですが、Amazon での集客

キーワードを選定するのにも使えますので活用していきます。 

キーワードプランナーを利用するには Googleアカウント(Gmail)が必要です。 

 

Google アカウントをお持ちでない方はこちらより登録してください。 

Google アカウントが準備出来たら早速キーワードプランナーを使ってみましょう。 

https://accounts.google.com/login?hl=ja#identifier
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【キーワードプランナー利用方法】 

Google Adwords ログインはこちらから 

 

まずは Google AdWords にログインしましょう。 

初回ログインは各種登録が表示されますが、必要事項を入力してください。 

ログインが完了したら、[運用ツール]→[キーワードプランナー]の順にクリックしてキーワ

ードプランナーを開きます。 

 

キーワードプランナーを開けたら次に、[▶フレーズ、ウェブサイト、カテゴリを使用して新

しいキーワードを検索]をクリックします。 

 

 

https://www.google.co.jp/adwords/
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次に検索したいキーワードと、カテゴリを入力します。 

今回は [サバゲー マスク] を検索してみます。 

 

カテゴリは近いものを選択すれば OKです。 

全て入力出来たら、[候補を取得]をクリックします。 

 

すると、入力したキーワードの検索ボリュームが表示されます。 

ひと月ごとの検索ボリュームが閲覧できますので、季節物の商品などを販売する場合は、こ

の数値も参考にしてみましょう。 
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まず、[キーワード候補]をクリックして、個別の関連キーワードを見ていきましょう。 

 

検索ボリュームの高いキーワードや、自分が知らないようなニッチなキーワードがあれば拾

っていきましょう。 

なお、Amazon で販売しますので、[通販]や[ショップ]などのキーワードは拾わなくて大丈

夫です。 

次に[広告グループ候補]を見ていきましょう。 
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ここでは、たくさんの関連候補を表示されていますので、気になるところは一つずつ見てい

ってください。 

 

戻る矢印をクリックすると前の画面に戻れます。 

使えそうなキーワードが見つかれば、あなたの新規商品ページのキーワードに追加していき

ましょう。 

 

 

このようにして、検索するキーワードを変えて探すとかなりたくさんのキーワードを調べる

ことが可能です。 

 

なかには自分の知らなかったキーワードなども見つかり、Amazon でより検索されやすい商

品ページを作成していくことが可能となります。 

品質が良く魅力的な商品を販売していくのはもちろんのこと、集客面でもキーワードなどを

意識出来ると、さらにビジネスが加速していきますので、是非今回のキーワード取得方法を

実践してみてください。 
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(８)ビジネスレポートの活用方法 

 

Amazon セラーセントラルには、ビジネスに関する各数字を確認出来る大変便利な機能がた

くさんあります。 

売上、注文、評価、価格、在庫、納品、広告、など様々な数字を確認することが可能です。 

 

売上などはすぐに確認出来ると思いますので、今回は [詳細ページ売上・トラフィック]  

について解説していきます。  

この機能を使って各数字把握することが出来ると、相乗り出品・新規出品共に大きく活かせ

ますので学んでいきましょう。 

 

 

(子)商品詳細ページ売上・トラフィック活用方法 

 

まずはページを開いていきましょう。 

[セラーセントラルトップページ] → [レポート] → [ビジネスレポート]  
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ページが切り替わったら、左端の (子)商品別詳細ペ

ージ売上・トラフィック をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

するとこのようなページが表示されます↓ 

ここに商品ごとの販売などに関わる数字が表示されています。 

 

(商品名等は伏せています。) 
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まず始めに各項目の意味について解説していきます。 

 

セッション： 商品ページを閲覧した訪問者数 

セッションのパーセンテージ： セッション÷出品全商品の合計セッション 

ページビュー： 商品ページの表示回数 

 

ページビュー率： ページビュー÷出品全商品の合計ページビュー 

カートボックス獲得率： その商品ページでのカートボックス獲得率 

注文された商品点数： 実際に注文された商品個数 

 

ユニットセッション率： 注文商品数÷セッション (コンバージョン・成約率) 

注文商品売上： 注文された商品の売り上げ合計 

注文品目総数： 注文された回数 

 

基本的に、セッションのパーセンテージとページビュー率以外は、数値が高ければ高いほど

良い数値ということが言えます。 

また商品登録後、日数が経っていないと数字が正しく反映されていないことがあります。 
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各数値を並び替える 

数字を分析する為には各数値を並び替える必要があります。 

降順、昇順などに数字を並び替えて比較することで、良い数字、悪い数字を見極めることが

可能になります。 

 

 

セッション、セッションのパーセンテージと表示されているところをクリックすると、画像

のように並び替えをすることが出来ます。 

 

降順は、数の大きいものから小さいものへ進む順序。 

昇順は、数の小さいものから大きいものへ進む順序です。 

 

並び替えが出来たら、実際に各数値を分析していきましょう。 
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[セッション]で見る人気商品 

 

まずはセッションの項目を降順に並び替えてみましょう。 

セッションは、商品ページを閲覧した訪問者数が分かりますので、数値が高い商品は良く 

閲覧さてていて人気のある商品だということが言えます。 

また、セッションが低いということはあまり人気が無く閲覧されていない商品か、もしくは

Amazon 内 SEO の順位が低い商品と推測することができます。 

 

◆数値を相乗り出品に活用する 

 

相乗り出品している商品のセッションが高いということは、その商品は閲覧数が多く、人気

商品とだと言うことが出来ます。 

利益計算をきちんとして、利益の取れる商品ならば在庫を切らさないように補充していきま

しょう。 

セッションの高い商品の関連商品も人気商品の可能性がありますので、派生リサーチをして

みましょう。 

 

また、相乗り出品している商品のセッションが低く、売れ行きもイマイチの場合は、値段を
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下げて早めに売り切るのも一つの手です。 

セッションが低い商品は、[なぜセッション低いのか]を検証してみましょう。 

仮説を立てて検証することで、次回のリサーチなどに活かすことが出来ます。 

 

◆数値を新規出品に活用する 

 

新規出品をする際に、出品ページの数値分析をすることは非常に大切なことです。 

新規出品商品の数値を分析してセッションが低いということは、自分の商品ページにうまく

集客出来ていないということが考えられます。 

そもそも購入者が商品ページに来てもらわないと、どんなに良い商品でも売れることはあり

ません。 

 

セッションを上げる為に効果的な方法は、検索キーワードの見直し、スポンサープロダクト

(Amazon 内広告)の活用、商品画像の見直し、レビュー獲得などがあります。 

比較検証を繰り返して、アクセスアップ効果がある方法を探りましょう。 

 

また、セッションが十分高い場合は、購買率を上げていくように工夫してみましょう。 

商品ページに購入者が訪問してくれていますので、あとは商品をしっかりと購入していただ

ければ売り上げに繋がります。 

詳しくはユニットセッション率のパートで説明しますが、魅力的な商品画像、購買意欲を吸

激する商品説明文などは、購買率を上げることが出来ますので商品ページを改善していきま

しょう。 
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[カートボックス獲得率]で見る商品露出 

 

次はカートボックス獲得率の項目を降順で並び替えてみましょう。 

カートボックス獲得率は 100％が最高で０％が最低です。 

新規出品をされている方は、新規出品商品のカートボックス獲得率は 100％になっていると

はずです。 

また、中古出品は必ずカートボックス獲得率は０％となります。 

 

◆数値を相乗り出品に活用する 

 

相乗り商品でカートボックスの獲得率が高い商品は、リサーチ精度が高く(ライバル数が少

ない)、価格改定もしっかりとおこなえている商品です。 

引き続きライバルの価格変動などに注意しながら販売を続けていきましょう。 

 

逆に相乗り商品でカートボックス獲得率が極端に低い商品は、価格改定などのテコ入れが必

要となります。 

特にカートボックス獲得率が５％以下の商品は、改善の余地がありますのでチェックしてい
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きましょう。 

 

基本的にカートボックスを取得するには、販売価格をカート価格に合わせる必要があります。 

FBA で販売している場合は、基本的には FBA最安値に合わせておけば問題ありません。 

また、最近は Amazonポイントを活用しているセラーも多いので、利益計算をきちんとして、

必要であればポイントを付与してカートボックスを取得していきましょう。 

価格改定を行ってみて、数日後のデータがどのように変化しているかをチェックしてみるの

も勉強になりますので、是非チェックしてみてください。 

 

 

◆数値を新規出品に活用する 

 

基本的に新規出品した商品ページのカートボックス獲得率は 100％です。 

しかし新規出品ページのカートボックス獲得率が 50％などに下がってしまっていたら、そ

れはあなたの商品ページにライバルが相乗り出品してきているサインです。 

明確な参入障壁を用意している場合は、ライバルがそれを用意しているかチェックしてみま

しょう。 

 

例えばセット商品なら、本当に Amazon商品ページ内容と一致しているかを確かめましょう。 

必要に応じてライバルのセラーから、商品を購入して中身をチェックすることもできます。 

セットをきちんと揃えている場合は何も言えませんが、内容が違う場合はライバルに連絡を

取り、出品を取り下げてもらうことも可能です。 

 

連絡する場合は、Amazonのセラーページに載っている連絡先に連絡してみましょう。 
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セット内容が違う商品の写真を添付して Eメールを送ると、大体の出品者が出品を取り下げ

てくれます。 

(こういったことが苦手な方は無理にする必要はありません。) 

 

また、ライバルの商品を購入してセット内容が違った場合は、Amazon に返品すると費用が

掛かりません。 

(実際に Amazonに返品してみることで、今後のクレーム対応などに役に立ちます。) 

少し気合がいる方法ですが、自分が作った商品ページにライバルが参入してくるのが耐えら

れない方は、実践してみても良いかもしれません。 

(オススメしている訳ではありません。方法論の一つとして紹介しています。) 

 

 

[ユニットセッション率]で見るニッチ商品＆商品ページの魅力 

 

ユニットセッション率の項目を並び替えて分析してみましょう。 

ユニットセッション率の高い商品ページは、ニッチな商品が多い傾向にあります。 

理由として、その商品(ニッチ商品)を目当てに検索していますので、購買意欲の高い購入者

が多い為です。 
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例として、キャラクター指定のコスプレ用品、型番指定のバイクパーツ、などがあります。 

 

ここで注目して頂きたいのが、ユニットセッション率の高い商品ページはセッション(集客

数)が少なくても、売り上げが上がっている点です。 

 

商品の売り上げを出す計算式は、下記の通りです。 

 

セッション(集客数)×ユニットセッション率(成約率)×商品単価 ＝  売上 

掛け算なので、1つでも“０”の項目があれば、全て“０”になります。 

 

この式を理解していると、売れる商品ページを作成していくことも可能ですので、しっかり

と理解しておきましょう。 

 

◆数値を相乗り出品に活用する 

 

相乗り商品でユニットセッション率の高い商品は、『世間一般にはあまり必要とされていな

いが、欲しい人にとってはとても欲しい商品』という傾向があります。 

ですので、そういった商品があれば、派生させて関連商品をリサーチしてみるのも面白いと

思います。 

また、ニッチで売れる商品を見つけたら、オリジナル商品を新規出品していくことで、ライ

バルがいなければ小さな市場で有利に販売していくことが可能です。 
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◆数値を新規出品に活用する 

 

新規出品している商品のユニットセッション率は、随時チェックしましょう。 

先ほども書きましたが、商品の売り上げを作り出す式は、 

 

セッション(集客数)×ユニットセッション率(成約率)×商品単価 ＝  売上 

 

作ったばかりの商品ページでセッション数が低くても、ユニットセッション率を高める工夫

をしておけば、売り上げは上がっていきます。 

 

ユニットセッション率を上げる具体的な方法として、 

 

・明確なイメージ画像の使用 (商品使用後がイメージ出来る画像) 

・適切な価格設定 (ライバル商品と比べてお得感がある) 

・魅力的な商品説明文 (単なる商品説明では無く、欲しいと思わせる文言を加える) 

・レビューを獲得する (良いレビューがあることで、購買率が一気にあがる) 

などがあります。 

 

いちいちチェックするのは面倒ですが、手間暇かけて商品ページを改善していくことで、将

来的に売れるページに育っていきます。 

ユニットセッション率を上げるだけでも、売り上げは大きく変わってきますので、時折商品

ページをチェックしながら改善していきましょう。 
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[注文商品売上・注文品目数]で見る貢献商品 

 

注文商品売上・注文品目数の項目を並び替えて分析してみましょう。 

注文商品売上・注文品目数が高い商品は、売り上げ貢献度が高い商品ということが分かりま

す。 

貢献度の高い商品は、常に価格や在庫をチェックして、しっかりと販売出来るようにしまし

ょう。 

 

◆数値を相乗り出品に活用する 

 

数値の高い商品は在庫を切らさないように細心の注意を払いましょう。 

特に売上の上位 20％の商品は、しっかりとチェックしていきましょう。 

上位 20％の商品達が、総売上の 50％以上を占めるケースも少なくはありません。 

その商品達の在庫を切らしてしまえば売上は大きく落ちますので、こまめにチェックしてい

きましょう。 

 

また、売上や注文数が０の商品は、価格などに問題が無いかチェックしましょう。 

全く売れていない商品などは、値段を下げて販売するか、ヤフオクやメルカリなどで販売し
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て在庫処理をしていきましょう。 

 

 

◆数値を新規出品に活用する 

 

新規出品で売れ筋の商品は、販売個数、売上等の貢献度をチェックしておきましょう。 

新規出品の商品は独占販売が出来ますので、ヒットすれば相乗り商品より売れる傾向にあり

ます。 

将来的に売り上げを伸ばしていく為には、新規出品商品の取り扱いが必須です。 

 

どのような商品が売れて、どの位の売り上げになるのかを数値で知ることで、他の新規出品

商品にも活かすことが出来ます。 

また、実際に自分の商品が売れていることを数値で確認することでモチベーションＵＰにも

繋がります。 

 

また、全く売れていない新規商品ページがあれば、セッションやユニットセッション率の改

善を行いましょう。 
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◆中国輸入自動化の教科書 基礎編 まとめ◆ 

 

ここまで多岐にわたって中国輸入の基礎について解説してきました。 

何事も基礎がしっかりしていないと、すぐに崩れてしまいます。 

 

また、自動化のステップに進む為には、まずは自分が全ての項目をこなせる必要があります。 

自分が理解していないことを人にお願いすることは難しいですね。 

基礎をしっかりとマスターして、自動化のステップに進んでいきましょう。 

理解の浅い部分は再度教材や動画で学んでいき、少しずつステップアップしていきましょう。 

 

教材に書いてあることを正しく実践していけば、多少時間が掛かっても努力すれば結果は必

ず付いてきます。 

なかにはうまくいかないこともあると思いますが、トータルで収益をプラスに持っていく考

え方で進めていくと、小さなつまずきも許容出来るようになります。 

 

ビジネスは０→１に成長させるのに大きなエネルギーが必要です。 

しかし一度 “１” の状態になってしまえば、後は意外と省エネで進めていくことが可能

です。(もちろんエネルギーを使った方がビジネスは加速します。) 

多くの方は、最初の“１”の段階に入る前に諦めてしまいますので、なんとかこの壁を突破

出来るようにチャレンジしていきましょう。 
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☆インフォメーション☆ 

教材を進めていくにあたり、どうしてもわからないことなどがあれば、下記の連絡先までご

連絡ください。 

Google で調べればすぐに解決するような質問にはお答えしませんが、熱意を持ってビジネ

スにチャレンジされている方の真剣な質問にはお答えさせて頂きます。 

 

また、教材紹介ページに記載されておりました３ヵ月間メールサポートも下記のメールアド

レスにて受け付けております。 

件名に [中国輸入自動化の教科書 質問] と記入してご連絡ください。 

原則 24時間以内に返信させて頂きます。 

ただし失礼な態度の方や、マナーの悪い方への返信はおこないません。 

教材と合わせてご活用ください。 

 

 

この教材はここで終わりではありません。 

まだ自動化のパートがありますので、そちらの方も進めていきましょう。 

基礎をしっかりと固めて自動化を構築していくことで、何倍にも効果が発揮できますので、

最後までチャレンジしていきましょう！！ 

 

 

 

□ 制作者： 東野 克哉 (ひがしの) 

□ E-mail： east-field@outlook.jp 

mailto:east-field@outlook.jp
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□ 販売責任者 

□ 事業者名：株式会社 Total Leading 

□ 住所：東京都福生市志茂 33-10 

□ 電話番号：042-513-0478 


