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e託販売アカウント登録
www.amazon.co.jp/etakuへアクセス！

Amazon e託販売サービス会員規約と Amazon e託販売サービスに関する説
明及び規則をお読み頂き、「Amazon e託販売サービス参加登録のページ」
リンクまたは「申し込む」をクリックして参加登録ページへ。

①

②

①

②

http://www.amazon.co.jp/etaku
https://advantage.amazon.co.jp/gp/redirect.html/ref=amb_link_14259106_3?ie=UTF8&location=https://advantage.amazon.co.jp/gp/vendor/sign-in/new-account?rw_useCurrentProtocol%3D1&source=standards&token=A9A5109171942BA06AB02F9AADF9DE36DB91B7B3&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=center-14&pf_rd_r=0AWVTNZ2M7EKSK2HHBC0&pf_rd_t=1101&pf_rd_p=160213629&pf_rd_i=adv-pp-join
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e託専用アカウント登録

※アカウント名はベンダーセントラルと全く同じ名称は使用できません。
社名をご利用の場合は「○○出版（e託）」などにアレンジしてください。

●ユーザー名（お名前）、フリガナ、メールアドレス、パスワードを登録します。
●パスワードは「アルファベットの大文字・アルファベットの小文字・数字」の
3種類を組み合わせて6文字以上で設定します。最後に会社名を入力して完了です。

情報を入力したら
「アカウントの作成」
をクリック！

アカウント名を入力して
「アカウントを作成する」
をクリック！

①

②



5555Confidential

お取引会社様情報登録
●以下の情報を登録すれば、すぐにお取引を始められます。

・契約書の確認と承認
・銀行情報の登録
・連絡先の登録
・返品/返送先住所の登録

◆それぞれの項目名をクリックすると、登録
ページに切り替わります。

◆正常に登録が完了するとステータスが
「完了」に変わります。

※もしクリックしても画面が切り替わらない
場合は、一度ログアウトしてから、再度ログ
インしてお試しください。
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お取引会社様情報登録

Confidential

●契約書の確認と承認
設定されたe託出版社コードと内容を確認頂き、「承認」ボタンをクリック。
完了したら「セットアップを続ける」をクリックして完了です。

「承認」をクリックす
ると「承認済み」に切
り替わります。

すべて「承認済み」になると「セットアップを続ける」が
表示されるので、クリックして完了！

アルファベット5文字の「e託用出版社コー
ド」が設定されますのでご確認ください。

①

②

③

②
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お取引会社様情報登録
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●銀行情報の登録
まず「送金先住所」を登録、次に「支払情報」を登録します。
上部に「フォームは正常に送信されました」と表示されたら
最下部の「セットアップを続ける」をクリックして完了です。

「送金先住所」を登録すると「支払情報」の
入力に切り替わります。

「送金先住所」と「支払情報」が正常に登録されると、
「セットアップを続ける」が表示されるので、クリックして完了！

※お名前、メールアドレス、e託
出版社コードが表示されます。

①

②



8

お取引会社様情報登録
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●連絡先の登録
まず「新しい連絡先の作成」から連絡先を登録します。

画面下部の「新しい連絡先の作成」をクリック。

連絡先項目を入力して
「更新」をクリックすると登録できます。
★は必須項目です

①

②
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お取引会社様情報登録
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●連絡先の登録
次に各項目の「追加する連絡先の選択」から先ほど登録した連絡先を選択します。他

の連絡先にしたい場合は「新しい連絡先の追加」から追加します。★の連絡先を登録出
来たら「更新」をクリック。「セットアップを続ける」をクリックして完了です。

「▼」をクリックして先ほど登録した
連絡先を選択します。★の項目を設定
したら「更新」をクリック。

上部に「連絡先情報は正常に保存されま
した」と表示されたら「セットアップを
続ける」をクリックして完了！

①

②

①
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お取引会社様情報登録
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●返品/返送先住所の登録
「新しい住所を登録する」ボタンをクリックして住所を入力。住所を登録したら「▼」

から登録した住所を選択します。「変更内容は正常に保存されました」と表示されたら
「セットアップを続ける」をクリックして完了です。

「新しい住所を登録する」をク
リックして住所を入力

「▼」で登録した住所を選択して、
「すべての変更を保存」をクリック。
すると、「セットアップを続ける」が
表示されるのでクリックして完了！

①

②
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お取引会社様情報登録
●4つの項目がすべて「完了」表示になったら「最終承認の送信」をクリックして終了です！

「最終承認の送信」をクリック。

「e託セントラル」のトップページが表示されました！

Confidential
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e託セントラルとは？
●e託セントラルは、e託販売サービスに関する業務（商品登録・画像登録・
納入以来管理・配送ラベル印刷・レポートの確認・Amazonへのご請求書作成等）を
行う為のポータルです。

●ベンダーセントラルとは独立したシステムとなっていますので、
ベンダーセントラルのアカウントをお持ちの出版社様は
ベンダーセントラルとe託セントラルの両方に商品登録をお願いします。
※両方から登録しても商品ページが2つ作成されることはありません。
※取次様等外部のデータを取得し商品ページができている場合でも、
出版社様が登録した情報が優先されます。（登録によって上書きされます）

◆「リソースセンター」に
各種マニュアルが格納されてい
ます。

◆ご不明点は
「お問い合わせはこちら」
よりお問合せ下さいませ。

Confidential
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e託年会費のお支払い

e託販売サービスの利用年会費：￥9,720（税込）

※会費は毎年4月のご請求分より自動的に相殺されますので、

お支払のお手続きは必要ありません。

※4月の時点で売上が無かった場合は、売上があった時点での相殺
となります。
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ご担当者様の設定
●e託セントラルをご利用されるユーザーを登録します。
「登録情報＞ユーザー管理」から設定してください。ユーザーの追加登録、それぞれの
ユーザー毎の利用権限の設定が可能です。

※納入依頼の連絡メールを受信するためには連絡先の登録が必要です。

ユーザーの追加方法
①「新しい招待メールを作成する」をクリック。
②名前とメールアドレスを入力し、付与したい権限に
チェックを入れます。
③「招待メールを送信」をクリックします。

➢出版社ご担当者様 ：複数名かつメーリングリストでの登録
➢倉庫会社ご担当者様：PO管理権限に限定して登録

おすすめの設定

①
②

③
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発送元住所の登録
●「事前出荷通知」を作成する際に必要になりますので、必ず 「発送元の住所」 を登録してください。

②「新しい住所を作成する」から、発送元住所を登録します。
発送元が複数ある場合は、全てご登録下さい。

★は必須です。

①登録情報 ＞ 発送元の住所 から登録できます。

Confidential
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商品の登録

「カテゴリー」は「書籍」、
「テンプレート」は「和書用テンプ
レート・e託」を選択してください。

●e託で販売する商品を登録します。
「商品登録＞商品を登録」に進みます。

※1点づつ個別に登録する方法と、テンプレートを使って複数の商品を
まとめて登録する方法があります。
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複数商品登録
●テンプレートを使用することで、複数商品の一括登録が可能です。
「テンプレートのダウンロード」からエクセルファイルをダウンロードし、
必須項目をすべてご入力ください。入力したエクセルファイルを「参照」で選択し、

「ファイルをアップロード」をクリックします。
※ファイルのアップロードから商品登録の反映までは数時間かかります。
※新刊は発売日までの予約数によって初回搬入数が左右されますので、
予約数を増やす為に新刊の商品登録は発売日の45日前を目安にお願いします。

※新刊発売日16日前までにe託セントラルへの商品登録がない場合、
お客様へのご提供を優先するため取次様に発注が出ますのでご注意ください。

※価格は必ず税抜き価格でご登録をお願いします。



18

発売日と早期新刊登録

発売日新刊登録
（推奨）

新刊登録
（必須）

45日前 16日前

FC搬入
（必須）

2日前
発売日
起算

①発売日
a) 発売協定品：協定日
b) 搬入発売品
：取次搬入日＋2日（日祝除く）※JPO近刊情報センター情報入力ガイドライン準拠
（取次搬入を行わない銘柄は、弊社FC（倉庫）搬入日＋2日）

①

予約期間

②新刊登録タイミング
・予約実績や類似銘柄情報等、様々な要素を加味した需要予測を行い、新刊発注数を自動算出
・予約期間が長いほど、需要予測精度が高まることから、発売日45日前からの新刊登録を推奨
遅くとも発売日16日前には、新刊登録が完了するようスケジュール調整をお願い致します。
☛登録が遅くなると適正な新刊発注数が算出されず、発売後の需要増時にカートが落ちる主因となります

② ② ③

③FC（倉庫）搬入日
・発売日当日にお客様へお届けするには、発売日2日前のFC（倉庫）搬入が必須
☛発売日前にお客様にお届けすること（早売り）は、ありません

（自動サイト掲出、お知らせメール配信には商品画像が必須）
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商品ステータスの変更
「商品登録＞取扱い状況の更新」からe託登録商品の在庫ステータス変更が可能です。

➢重版中の場合（出荷まで2週間程度）
「取り扱い中」に設定し、POの発送日を発送可能日に設定します。

➢品切れ、重版未定の場合
「取り扱い停止」に設定、重版確定後に「取り扱い中」に変更します。

➢絶版の場合
「販売終了」に設定します。

Confidential
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商品搬入フロー（例）

①PO発行（納入依頼）
（週3回もしくは週5回）

②在庫確認

⑦事前出荷通知

③在庫数連絡

⑤出荷指示

④出荷数回答

⑧出荷

商品搬入先：Amazon.各FC

⑥出荷確定連絡

ア
マ
ゾ
ン

出
版
社
様

委
託
倉
庫
会
社
様

委託倉庫をご利用されている場合の一例です。

Confidential



212121Confidential

アマゾンからの納入依頼の管理

Amazonからの納入依頼は、注文書で行います。

この注文書をPO (Purchase Order /ピーオー)と呼んでいます。

アマゾンからのPOの発行は週3回もしくは週5回実施されます。

※PO発行通知をメールにてご連絡致しますので、e託セントラルでPOの確認
をお願いします「注文＞ＰＯの管理」で確認できます。
※PO発行日当日の12時までにPOに対する回答の入力をお願いします。

＊回答の内容は下記に反映しますので、正確な回答をお願いします。

1. PO回答時の「在庫状況」選択を元に、物流リードタイムを算出し、ご発注量を算出する元データとしています。

2. お客様からの納期に関するお問い合わせに対し、POの「着荷予定日」をご回答する場合があります。

3. 特別発注時、追加オーダー数を再算出するため、発注残数を正確に把握する必要が あります。

4. 回答データを元に発送・入荷予定を算出し、商品詳細ページの在庫情報に反映します。
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注文書(PO)

●お客様からAmazonへ注文が入った場合や一定数お客様が商品詳細ページを閲覧
した場合、また、需要予測に基づき、貴社の商品に対してPOが発行されます。

Confidential
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●PO発行時に自動送信されるメールとe託セントラル PO確認画面

配送センターとは、アマゾンの倉庫の
ことです。FC（エフ・シー）、フル
フィルメントセンターと呼びます。
倉庫にはそれぞれ配送先コードが付与
されており、POには、この配送先コー
ドが記載されています。こちらのコー
ドをご確認いただき、商品を納品して
いただくようになります。

注文書(PO)の管理について

PO番号(注文番号とも呼ばれ
ます)は、8桁の英数が混在し
た番号で管理されています。

取引業者コードとは、e託アカウント作成時に付与されている4
～5桁の英数字のコードです。ベンダーID、取引業者コード、お
取引会社様コード等と呼ばれることもあります。

Confidential
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注文書(PO)回答 ～その他～

●納期および納品数変更があった場合

例えば：

 パッケージ不良があり、一部の発送が遅れる場合

 工場生産不良があり、予定より大幅に遅れる場合

 廃盤商品で手配できないのに、間違って回答してしまった場合

いつでもe託セントラルにて変更可能です。

★ご回答頂いた内容は、商品詳細ページの発送・入荷予定の変更及び、お客様へ案内する場合があ
ります。

★納品の取り止めや、納期大幅遅れ、間違った回答が極力発生しないようお願いいたします。

★出荷日が大幅に過ぎ、商品の受領確認ができない場合はPOのキャンセルが発生します。

※ご注意ください※

Confidential
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事前出荷通知について

【事前出荷通知の目的】

 より早くお客様へ販売する為、到着予定の物量に応じた受け入れ体制の
準備、着荷貨物の正確な識別を行う

 迅速で正確な荷下ろしと早期在庫化(サイト上「在庫あり」表示)の為、お取
引会社様が、いつ、どの商品を発送したかを管理する

 「事前出荷通知」単位で請求書作成が可能となり、請求書作成時に配送
伝票番号入力の必要なく、作業効率をより高めることができる

●事前出荷通知は、必須作業です。
納品していただく商品がアマゾン倉庫に着荷する前に送っていただくものです。

事前出荷通知送信締切：出荷当日の16:00までに送信

※間に合わなかった場合も必ず送信してください(着荷の3時間前まで)

Confidential
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事前出荷通知の作成
●納品数量、納品日が確定しましたら、翌日の納品分について事前出荷通
知を作成頂き、必ず各倉庫へ納品連絡をお願いします。
※メニューバーの 「注文＞発送」 をクリック
※事前出荷通知をされないと、アマゾン倉庫での荷受ができません。

Confidential
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作成途中の事前出荷通知
の作業を再開する場合に
使用

新しい事前出荷通知を作
成する場合、こちらをクリック

作成した事前出荷通知から
カートン(輸送箱)毎に 配送
ラベルを印刷する場合、こちら
を使用

過去に作成された事前出荷通知を確認。
また、提出してから7日間、もしくは、アマゾン倉庫に着荷する
前までは、こちらから事前出荷通知を編集することが可能。

100以上のASINが含まれる場合、エ
クセルファイルをアップロードし、出荷情
報を送信する。その『出荷ファイルの
アップロード状況を表示』からアップロー
ド状況を確認できる

ヘルプ・トレーニングにて機能の詳細を確認できます。

事前出荷通知の作成

Confidential
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着荷前日 着荷当日

・納品予約
・事前出荷通知

の情報を元に、翌日
の着荷量を予測し、
適切な労働力を配置

着車したトラック
から荷物を下ろ
す

荷下ろしした箱
毎に、どのPOの
商品が着荷した
かをシステムに記
録

商品を受領。
受領処理によ
り在庫化され、
Amazon.co.
jpのサイト上で
「在庫あり」の
表記になる

受領した商品
を棚に保管す
る。この作業に
より、お客様へ
の出荷準備が
できる

荷下ろし 着荷記録 受領 棚入れ着荷予測

アマゾン倉庫内の入荷プロセス

Confidential
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商品の発送
●商品を発送する際には、e託セントラルで下記の配送ラベルを出力し、貼付してくだ
さい。新刊を納品する際には、配送ラベルに「NYP」と記載してください。

●ラベルの印刷は発送画面の利用可能なアクションから、「ラベルの印刷」をクリック
します。まだ印刷されていない配送ラベルが表示されますので、該当するPO・事前出
荷通知番号欄の「アクション」→「カートン(輸送箱)ラベルの印刷」から配送ラベル
を出力します。

●商品の発送は宅急便、自社便のどちらも可能です。また段ボール箱、パレットでも荷
受できます。納品ルールの詳細は「e託セントラル＞リソースセンター」内にございま

す『e託参加者納品オペレーションマニュアル』を必ず参照してください。

Confidential
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自社便による搬入をご希望の場合

●自社便による搬入をご利用される場合は、納品時間の事
前予約が必要です

※事前出荷通知とは別に専用システム『CARP（Carrier Appointment Request 

Portal）』による納品時間の事前予約が必要です。

【ご注意】
 事前にCARPアカウントの登録をお願い致します。
※アカウント取得には1週間程度のお時間を要すため余裕をもってご登録下さい。

 納品予約をされずに倉庫（FC）へ商品を届けられた場合は、
すべての納品をお断り致しておりますのでご注意下さい。

 詳細は「e託セントラル＞リソースセンター」内にございます
『UserManyual_for_Carriers_V2』をご参照ください。

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

※但し、特定の配送業社（路線便）については納品時間の事前予約は不要です。
ヤマト運輸・佐川急便・日通・福山運送・西濃運送
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支払い詳細の確認
●Amazon e託販売サービスに登録された商品の売上代金を受け取るには、出版社様から
請求書を送付して頂く必要があります。
「支払＞支払い詳細をダウンロード」に進み、該当の月を選択、「完了」をクリックし、
作成された請求書をメールで送付してください。

（ご注意）
請求書のダウンロードはセントラル上での案内通り「売上げの発生した月の翌月５日からダウンロード可能」です。
※第5営業日以前にダウンロードされますと、正しい情報が表示されませんので、ご注意ください。

一方、請求書の提出期限は売上げの発生した月の翌々月5日までとなります。
※なお、実際には請求期限を過ぎた場合でも支払期日前でしたら支払期日にお支払、支払期日を過ぎた請求書は請求書を受領後5～7日程度でお支払させ
て頂いております。
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支払いの確認
●「支払＞送金」から確認が出来ます。
※送金情報は、すでに行われた支払いについてのみ確認できます。
※未払いの情報については確認できません。
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商品発送～入金までのフロー

①商品注文

②商品出荷

③代金入金

⑤翌々月末お支払

④売上げの発生した月
の翌月５日から請求書
がダウンロード可能に
なり、売上発生した
翌々月5日までに提出

●請求書は「売上げの発生した月の翌月５日からダウンロード可能」です。

※第5営業日以前にダウンロードされますと、正しい情報が表示されませんので、ご注意ください。
一方、請求書の提出期限は売上げの発生した月の翌々月5日までとなります。

※なお、実際には請求期限を過ぎた場合でも支払期日前でしたら支払期日にお支払、
支払期日を過ぎた請求書は請求書を受領後5～7日程度でお支払させて頂いております。

お
客
様

ア
マ
ゾ
ン

出
版
社
様
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商品の返品について

●下記の場合、商品を返品させて頂きます。

【返品の種類と送料負担】

 初期不良(Defective) 及び、外装梱包損傷(Vendor Damage)
→着払いで返品させて頂きます。

 長期滞留在庫及び、需要予測により在庫過多と判断された場合。
→弊社元払いで返品させて頂きます。

 登録外商品の納品（誤納品）の場合
→着払で返品させていただきます。

1. キャンセル済みのPOに対して納品
2. 確認数量(納品可能な数量)より多くの商品を納品
3. POで指定されていない商品の納品
4. 商品登録データと現物の不一致

※よくある誤納品の例

誤納品が起こると在庫化（在庫ありステータス）が遅れ、お客様へのお届け遅延に繋がります。
正しい商品情報の登録と正確なPO回答・更新をお願いします。
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よくある質問

https://www.amazon.co.jp/gp/seller-account/mm-product-page.html?topic=201463300

関連リンク

Q.e託登録した商品のAmazon.co.jp での売上状況は随時確認できますか？
A.商品をe託登録すると、以下の情報を無料で活用できます。

前月の販売実績（数量）、今月（確認当日まで）の販売実績（数量）、
在庫状況などが確認できます。情報は毎日更新されます。

Q.委託登録する商品数の上限はありますか？
A.上限はありません。諸条件を満たす商品であれば何タイトルでも登録可能です。

Q. 登録後どのくらいで最初の納入依頼を受けられますか?
A.発売済み商品については、e託アカウントが発行され、e託セントラルで商品登録が
完了後、通常1-2週間以内に最初の納入依頼が行われます。発売前商品については、
通常発売の2週間前に最初の納入依頼が行われます。
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お問合せ先とお問合わせ方法
●「お問い合わせはこちら」をぜひご活用ください。

e託専門チームが皆様からの各種お問い合わせにお答えします。
「サポートトピック」、「特定の問題」で該当の項目を選択し「続行」をクリックすると「ケースを作
成する」画面に移ります。タイトル、内容をフォームに入力し、「送信」をクリックしてください。

上部の「お問い合わせはこちら」
をクリック

「サポートトピック」と
「特定の問題」を選択し
「続行」をクリック

「タイトル」と
「問い合わせ内容」を
フォームに入力し
「送信」をクリック！
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