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必ずお読みください ― 秘密情報

• 本資料は、Amazonのビジネスと新たな機会について理解していただき、
プロジェクトにあたって相互協力するための手助けとなることを目的としてい
ます。

• 本資料に含まれる情報は、情報を知る必要のある貴社内の方だけに共
有されるように管理をお願いいたします。
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配布資料は以下のようにファイル名
が表示され、ファイル名をクリックする
と内容を確認できる。

GoToWebinarの操作方法

パソコンの方は「コンピュー
ター オーディオ」を選択、
電話の方は「音声通話」
を選択。
参加者はデフォルトで
ミュートされる。

質問はこちらから入力後、
送信をクリック。

ナビゲーションバーを右端
に寄せて発表スライドを大
きく表示。

セミナー開始時にはこのエリアにスラ
イドが表示される。
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商工会議所との共催ウェブセミナーイベント

第1回中小企業のための越境EC活用オンラインセミナー、第2回中小企業のための越境EC活用オンライン
セミナー

中小企業のための越境EC活用オンラインセミナーを共催

日本商工会議所国際部長 西谷和雄様からの
ご挨拶

日本の出品者様の成功事例を複数ご紹介

https://register.gotowebinar.com/register/4459593183003567376
https://attendee.gotowebinar.com/register/8648001310206565902
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日本商工会議所国際部長

西谷 和雄様よりご挨拶
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本日のアジェンダ

世界のAmazonについて

北米のAmazonマーケットプレイスにご出品いただくメリット

アメリカの商品詳細ページの作成方法

出品アカウント作成時に必要な準備事項

1

2

3

4

日本貿易振興機構（JETRO）サービス紹介5
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世界のAmazonについて



7Amazon Confidential

世界のAmazon

日本

オーストラリア

インド

カナダ

アメリカ合衆国

メキシコ

ブラジル

シンガポール

トルコ

イギリス

イタリア

フランス

スペイン

オランダ

ドイツ

アラブ首長国連邦

180か国以上 17マーケットプレイス

スウェーデン
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海外のAmazonに出品した方がいいですか？

グローバルセリング（北米）の場合

 購入者様はAmazon.com（アメリカサイ

ト）を見て購入

 アメリカのFCから配送されるため、アメリカ国内

であれば2日以内に配送される

日本のFBA海外配送プログラムの場合

 購入者様はAmazon.co.jp（日本サイト）

を見て購入

 日本のFCから配送されるため配送に時間がか

かる

関連資料：FBA海外配送プログラム

* アメリカの出品アカウントが必要

* 納品先はアメリカのFC

* 関税や輸出に関する法的手続きは出品者様が対応

➡より多くのアクセスと売上が期待できる

* 日本の出品アカウントから出品

* 納品先は日本のFC

* 関税や輸出に関する法的手続きはAmazonが対応。
海外配送プログラムの対象商品は限定される。

➡海外出品の手間をかけずに海外から

注文を受けることができる

https://services.amazon.co.jp/services/fulfillment-by-amazon/export.html
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Amazonグローバルセリングでの海外販売で必要な手続きは？

安心 海外でのサポート 日本語対応可能 低価格でご提供

海外販売を始める際の障壁となるポイントに対して、サポート頂ける代行会社をご紹介
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Amazonで海外販売する場合、英語力はどの程度必要？

日本のFBA海外配送プログラム1

2

3

日本のマーケットプレイスでの出品登録のみ。英語は一切不要。

グローバルセリング（北米・ヨーロッパ）

日本語にて画面操作を行ったり、サポートを受けられる*。新規商品登録の際に
商品名や商品説明の英語翻訳が必要（翻訳代行会社も利用可能）。

グローバルセリング（北米・ヨーロッパ以外）

画面操作やサポートを受ける際にも英語が必要。新規商品登録の際に
商品名や商品説明の英語翻訳が必要（翻訳代行会社も利用可能）。

*一部英語のみの対応。
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Amazonで海外販売するならどこの国から始めるべき？

日本語にて
操作画面を
管理できる

出品時の
ハードルが
比較的低い

最も多くの
ユニーク
ビジター数

日本の出品者様からはアメリカが圧倒的に人気
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北米のAmazonマーケットプレイスに

ご出品いただくメリット
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アメリカのEC状況

2019

EC化率

2018 20222020 2021

前年対比

EC売り上げ
（10億ドル）

14.9%

7.8%

523.6

18.0%

13.6% 3.5Pts

601.7

14.5%

765.2

14.4%

9.9%

11.0%

859.3

12.3%

709.8

15.5%

アメリカ合衆国EC売り上げ推移
(期間： 2018-2022; eMarketer *1)

eBay

Apple

The Home Depot

Walmart 

Amazon 38.0%

5.8%

4.5%

1.9%

3.5%

アメリカ合衆国EC売り上げシェア、企業別TOP５
(期間： 2020年5月時点; eMarketer *1)

1. eMarketer, US Ecommerce 2020, 2020

https://content-na1.emarketer.com/us-ecommerce-2020
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アメリカ版 中小企業インパクトレポート①

中小企業支援に関する特設ページ、2020年中小企業インパクトレポート（世界）、2020年中小企業インパクトレポー
ト（日本）、中小企業の商品を紹介するショッピングページ

Amazonビジネスの
B2B売上金額は
70億米ドルを突破

一分当たり6,500+
商品を販売

年間で34億点の
商品を販売

輸出総額は年間
31億米ドル以上

https://www.aboutamazon.com/supporting-small-businesses
https://d39w7f4ix9f5s9.cloudfront.net/4d/8a/3831c73e4cf484def7a5a8e0d684/amazon-2020-smb-report.pdf
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001167.000004612.html
https://www.amazon.com/b?node=17879387011&ref_=sdus_soa_xazus_smb_fnav&ld=ELUSSOA-https%3A%2F%2Fwww.standforsmall.com
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アメリカ版 中小企業インパクトレポート②

中小企業支援に関する特設ページ、2020年中小企業インパクトレポート（世界）、2020年中小企業インパクトレポー
ト（日本）、中小企業の商品を紹介するショッピングページ

平均の年間売上金額は16万米ドル

年間売上金額が100万米
ドルを超えている中小企業
の年間売上成長率は
20％以上

45万以上の中小企業が
FBAを利用しており、年間
売上成長率は34％

https://www.aboutamazon.com/supporting-small-businesses
https://d39w7f4ix9f5s9.cloudfront.net/4d/8a/3831c73e4cf484def7a5a8e0d684/amazon-2020-smb-report.pdf
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001167.000004612.html
https://www.amazon.com/b?node=17879387011&ref_=sdus_soa_xazus_smb_fnav&ld=ELUSSOA-https%3A%2F%2Fwww.standforsmall.com
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Amazonグローバルセリングを利用して北米にご出品いただくメリット

アメリカの
FBA配送
サービス

商品登録
が容易

世界での
出品を
一元管理
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①世界のフルフィルメント by Amazon(FBA)サービス

商品の保管から注文処理、配送、返品に関するカスタマーサービスまで、Amazonが代行

出品者様のご対応

商品登録
納品手続き

Amazon FC
(アメリカ)への発送

購入者様
への配送

カスタマー
サービス

Amazonの対応

受注処理
商品梱包
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②商品登録が容易で数点からでも出品可能

Amazonは原則1商品1ページで、1つのカタログを複数の出品者様で共有する仕組み

すでにAmazonに商品詳
細ページが存在する場合は

相乗り出品が可能

ショッピングカートボックスを
獲得することが重要
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③グローバルリンク（アカウントの関連付け）機能

世界での出品情報を一元化＋大口出品の月額手数料が合計39.99米ドルに割引

ワンクリックでマーケットプレイスや
表示言語の切り替えが可能*

複数のマーケットプレイスのアカウント情報を
シングルサインオンで確認

グローバルリンクの詳細はこちら:ヘルプページ *一部サービスは英語でのご提供

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201841950&language=ja_JP&ref=ag_201841950_cont_G201062890&
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③日本と共通でご利用いただける販売促進ツール

データ
分析

来客数 購買率

販売
単価

•商品紹介コンテンツ

•タイムセール

•クーポン

•FBA

•Amazonビジネス

•セット商品ASIN

•定期おトク便

•スポンサー広告

•ブランド登録

•Amazonストア

•ビジネスレポート

•キーワードレポート

•ブランド分析

•出品おすすめガイダンス
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出品アカウント作成時に

必要な準備事項
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アメリカの出品アカウント作成時に必要な準備事項

海外送金可能な銀行口座の開設

海外への配送方法を確認

税務処理の確認

招待リンクより出品アカウントを作成

1

2

3

4
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①海外送金可能な銀行口座の開設

日本はAmazon海外口座送金サービスの対応国ではないため、いずれかの対応が必要

Amazon海外口座送金サービスの対応国の銀行口座を用意する

通貨換算サービスを提供しているサービスプロバイダーを利用する

1

2

• Hyperwallet

• Payoneer

• WorldFirst

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G200497780?language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/G7S55VWDZ9SQCUEX?ld=NSGoogle
https://www.payoneer.com/ja/?ld=NSGoogle
https://www.worldfirst.com/jp/?ld=NSGoogle


24Amazon Confidential

②海外への配送方法の確認：FBA/自社配送

配送方法は商品単位でFBAまたは自社配送から選択可能。

FBA

商品登録
納品手続き

購入者様
への配送

カスタマー
サービス

自社配送

受注処理
商品梱包

Amazon FC
(アメリカ)への発送

商品登録
出品手続き
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FBAの料金体系

FBA手数料

ご利用実績に応じて課金されるFBA手数料のみが発生し、初期投資や固定費用は不要。

①配送代行手数料：受注後のピッキングや梱包、購入者様への発送(CS対応を含む)
に伴う注文に応じて発生する費用

②在庫保管手数料：商品を保管している期間(日数)と体積 に応じて発生する費用

＋

FCへの納品に伴う配送費用：配送業者様へお支払いいただく費用

関連資料：FBAの機能、サービス、手数料

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201074400?language=ja_JP&ld=NSGoogle
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FBA納品先集約サービス

*納品先を指定することはできません。また、一部の商品はサービスの対象外です。
手数料およびサービス詳細についてはヘルプページをご確認ください。

通常のFBA納品の場合

納品は複数の納品に分割され、それぞれ
異なる納品先が指定される

FBA納品先集約サービス利用の場合

対象となる在庫すべてを1か所の納品先に
まとめることが可能*

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G200735910?language=ja_JP
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②海外への配送方法の確認：利用する配送業者の選択

関税の支払い、登録輸入者の指定が必要。商材によっては輸出に関する法的手続きも必要*1。

配送サービスを提供しているサービスプロバイダー

米国連邦通信委員会(FCC): 無線通信機器
アメリカ食品医薬品局(FDA): 医療機器・医薬品・食品・化粧品など

• アラウンド・ザ・ワールド株式会社*2

• 越境EC総研合同会社*2

• 株式会社グローバルブランド*2

• 日本郵便株式会社*2

• DHL Express

• SGHグローバル・ジャパン株式会社

1. プログラムポリシーを順守してください。出品者がAmazonで販売する商品は、出品規約を遵守する必要があります。これには、該当す

るすべてのAmazonポリシーおよび適用されるすべての法律・規制も含まれます。出品者としてのすべての責任を十分に理解した上で、商

品を出品してください。2.登録輸入者の代行対応可能

https://ashmart.com/web/?ld=NSGoogle
https://www.cbec.co.jp/
http://globalbrand.group/?ld=NSGoogle
https://www.post.japanpost.jp/int/UGX/index.html?ld=NSGoogle
https://www.dhl.co.jp/ja/express/resource_center/international_sellers_request_account.html?ld=NSGoogle
https://www.sgh-globalj.com/?ld=NSGoogle
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=521&language=ja_JP
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G1791?language=ja_JP&ref=efph_G1791_cont_521
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アメリカの関税はどのように支払う？

一般税率に該当（世界各国の関税率）

HSコードによって異なる

関税は必ず元払いで発送

登録輸入者（IOR）

• 日本から個人向けに直送する場合：貨物が800米ドル以上の場合のみ発生

• FBAや法人向けに配送する場合：金額にかかわらず関税が発生

• 日本から直送する場合：購入者様

• FBAに納品する場合：免許のある通関業者様

https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/
https://hts.usitc.gov/current
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③税務処理の確認

• epic会計事務所

• 汐留パートナーズ税理士法人

税務サービスを提供しているサービスプロバイダー

越境EC（輸出）事業者様は、一般的に消費税の還付ポジションになりやすい

 消費税の課税事業者であり原則課税が適用されている必要

 帳簿要件および請求書等要件を満たす*1

 消費税の還付申告に関する明細書を添付*2

 輸出許可書(通知書)原本（または輸出を証明する書類）

 消費税輸出免税不適用連絡一覧表（配送代行会社を利用する場合）*3

1. 消費税法施行令第71条(帳簿の備付け等)、消費税法施行規則第27条(帳簿の記載事項等)、
消費税法施行規則5条(輸出取引等の証明)、消費税法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)、国税庁【税金の還付】、2. 消費税施行規則第22条3項、
3. 輸出取引に係る輸出免税の適用者

http://epic.ac/
https://shiodome.co.jp/overseas-expansion/?ld=NSGoogle
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/01.htm
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アメリカの売上税はどのように計上される？

州によって
異なる

卸売の場合
非課税

金額・商材
によって
変わる

売上税については出品者様のご対応は不要

※アメリカに現地法人や恒久的施設がある場合は、別途法人税の納税義務が発生
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④招待リンクより出品アカウントを作成

 メールアドレス

 クレジットカード情報

 店舗情報

 電話番号

 海外送金可能な銀行口座

 本人確認書類

登録時に必要な情報 アカウント登録～初期設定までの手順書

準備が整いましたら担当営業より
登録リンクを受け取ってください。 http://s3.amazonaws.com/JP_AM/AGS/JP2WW/US_AccountRegirstra

tion_Nimantran.pdf

http://s3.amazonaws.com/JP_AM/AGS/JP2WW/US_AccountRegirstration_Nimantran.pdf
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アメリカのマーケットプレイスでの販売費用例

アメリカにてアイロンを販売（寸法：4.9×6.1×11.9インチ、重さ：2.7ポンド）

 月額手数料：39.99米ドル（全マーケットプレイス合計）

 販売手数料：ホーム＆キッチン商品のため15％

 FBA配送代行手数料：大型標準サイズで5.42米ドル

 FBA在庫保管手数料：1か月で0.15米ドル

 FBA納品先集約サービス手数料：1.30米ドル

 販促費用

 アメリカのFC（FBA物流拠点）までの送料

 アメリカに納品する際に発生する関税

 アメリカでの販売時に発生する売上税（費用不要）

 消費税の還付（返金される）*

Amazonへの
お支払い*

その他費用・
還付

*金額は税抜価格。日本の事業者様は日本の消費税の課税取引となる。

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201858870?language=ja_JP
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サービスプロバイダーの一覧ページ

https://sellercentral.amazon.com/tsba?&ref_=sc_spn_n
a_hp

*Amazonはこれらのサービスに関するいかなる保証をもするものではなく、責任を負うものではありません。また、Amazonテクニカルサポートでは、
これらのサービスに対するサポートは一切提供していません。お問合せは、各社に直接ご連絡ください。

世界の出品者様向け 日本の出品者様向け

http://s3.us-east-
1.amazonaws.com/JP_AM/AGS/JP2WW/Service_provid
er_list_LP.pdf

https://sellercentral.amazon.com/tsba?&ref_=sc_spn_na_hp
http://s3.us-east-1.amazonaws.com/JP_AM/AGS/JP2WW/Service_provider_list_LP.pdf
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Amazonが提供する情報ページ

日本の出品者様向けサイトページ

http://www.amazon.co.jp/global-selling

トレーニングコンテンツ

アメリカマーケットプレイスのAmazon出品大学、グローバルセリングページ

http://www.amazon.co.jp/global-selling
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx
https://sellercentral-japan.amazon.com/global-selling/preferences/understand-basics?ref_=xx_UTB_snav_agsLand
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中小機構が提供するEC活用支援ポータルサイトebiz

中小企業のためのEC活用支援ポータルサイト【ebiz】

https://ec.smrj.go.jp/
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アメリカの商品詳細ページの

作成方法
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商品詳細ページ作成時の流れ

出品登録

アメリカにて商品詳

細ページが存在
①相乗り出品

アメリカに商品詳細

ページが存在しない

日本の商品詳細

ページと連携

②日本のASINを

使って商品登録

日本の商品詳細

ページと独立
③新規で商品登録
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①すでにアメリカにて商品詳細ページが存在する場合

JANなどの商品コードやASINでの検索を推奨

出品規制がある商品の場合は
「出品許可を申請」と表示される

「この商品を出品する」より出品
登録ができる

関連資料：既存の出品情報と一致

https://youtu.be/FJE937s40wE
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②③まだアメリカにて商品詳細ページが存在しない場合

商品コード（JANコード等）の入
力方法によって、日本の商品詳
細ページと連動するかどうかが変
わる
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日本の商品詳細ページとアメリカの商品詳細ページの連携について

 日本で販売されている商品と全く同

じモデルであり、商品コードも同一

 商品画像に日本語の説明文が入っ

ていない

②日本の商品詳細ページと連携 ③日本の商品詳細ページとは独立

 日本で販売されている商品とモデル

が異なる、商品コードが異なる

 日本で販売されている商品画像を

そのまま使うことができない

日本で利用しているASINまたは商品コードを

入力しページを作成。商品画像は日本と共通。

日本で利用している商品コードとは別のコード

を入力、または商品コード免除申請を行う。商

品画像も別途指定。
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日本にて出品している場合

グローバルリンクを行うことで、グローバル出品連携ツール（BIL）を利用可能

BILの詳細はこちら:ヘルプページ/動画グローバルリンクの詳細はこちら:ヘルプページ

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/202121570?language=ja_JP
https://youtu.be/Z3bpklKBkgM
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201841950&language=ja_JP&ref=ag_201841950_cont_G201062890&
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翻訳サービス

商品タイトルや商品説明文を英語に翻訳する必要がある。

翻訳サービスを提供しているサービス

プロバイダー

• アラウンド・ザ・ワールド株式会社

• 株式会社グローバルブランド

• Gengo

https://ashmart.com/web/?ld=NSGoogle
http://globalbrand.group/?ld=NSGoogle
https://gengo.com/ja/?ld=NSGoogle
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配布資料は以下のようにファイル名が表示され、ファイル名をクリッ
クすると内容を確認できる。

サービスプロバイダー特典の内容については
「Service_provider_introduction」ファイルをご確認くだ
さい。特典をご希望される場合はウェブセミナー終了後に表示され
るアンケートフォームにて該当のサービスプロバイダーを選択して
ください。

サービスプロバイダー特典について
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売り上げが期待できる商品詳細ページの作り方

関連資料：商品詳細ページと出品商品、出品ガイドライン、商品ページのスタイルガイド

2020年10月15日(木) 
14:00~15:00

１) 魅力的な商品ページ作成のポイント

２) よくあるご質問のご紹介

*Amaozn.co.jp（日本）での出品を前提に解説してい

ますが、Amazon.com（アメリカ）での出品でも考え方

は共通です。

魅力的な商品ページ作成のポイントの
ご紹介

北米マーケットプレイスのご紹介と出品
方法について

常時（2020年8月20日開催分）

前半は本セミナーと内容が重複していますが、

後半にて売り上げが期待できる商品詳細ペー

ジの作成方法についてより詳細に解説してお

ります。

登録フォームはこちら 動画視聴・スライド資料

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help-page.html?itemID=51&ref=ag_51_bred_GYTR6SYGFA5E3EQC
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G1641?language=ja_JP&ref=ag_G1641_cont_GYTR6SYGFA5E3EQC
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G200270100?language=ja_JP&ref=ag_G200270100_cont_G1881
https://attendee.gotowebinar.com/register/1891515551952924174
https://register.gotowebinar.com/recording/4810375875172060930
http://s3.us-east-1.amazonaws.com/JP_AM/AGS/JP2WW/2020_US_Amazon_introduction.pdf
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アメリカのマーケットプレイスでの販売促進について

常時（2020年9月23日開催分）

１) 新着情報

２) アメリカマーケットプレイスの概要

３) カテゴリー別売れ筋トレンド

４) 年末商戦期に向けたご案内

アメリカマーケットプレイスの売れ筋トレ
ンドのご紹介

販売促進のための来客数拡大方法の
ご紹介

2020年10月21日（水）
14:00~15:00

１) アメリカマーケットプレイスのお役立ち情報

２) 来客数拡大のための施策

３) 適切かつボリュームの多いキーワードの選定

方法

４) 検索結果上位にランクインする方法

動画視聴・スライド資料 登録フォームはこちら

https://rehttps/register.gotowebinar.com/register/4107971563456346895gister.gotowebinar.com/register/4107971563456346895
http://s3.us-east-1.amazonaws.com/JP_AM/AGS/JP2WW/2020.9.23_US_trend_information.pdf
https://register.gotowebinar.com/register/8568361484428938510
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日本貿易振興機構（JETRO）

サービス紹介



国内外ネットワークをフル活用し、①対日直接投資促進・スタートアップ海外展開支援、②日本の農林水産物・

食品輸出支援、③日本企業の海外展開支援、④海外ビジネス情報提供を実施しています

日本貿易振興機構（ジェトロ）とは

組織について 主なサービスについて

◆名称：独立行政法人日本貿易振興機構
（ジェトロ）

◆拠点：
【国内】 本部（東京）、大阪本部、

アジア経済研究所（千葉）、JFOODO、
貿易情報センター 48事務所・1支所

【海外】 55カ国76事務所
※2020年4月1日現在

お客様からのご要望にお応えする、
各種サービス（セミナー、見本市・商談会支援など）を
ご用意しています。（オンライン対応あり）

お客様からのご要望（一例）
 海外経済・貿易情報を入手したい！
 貿易・投資について相談したい、知識を得たい！
 海外取引先を開拓したい！
 海外進出したい！ など

詳しくは で検索ジェトロ 🔍
https://www.jetro.go.jp/



広告・広報プロモーション

海外市場における日本産農林水産物・食品のブランディングを担う組織であり、対象品目・エリアを定め、

オールジャパンでの消費者向けプロモーションを実施しています

JFOODOとは

・名称 日本食品海外プロモーションセンター
The Japan Food Product Overseas Promotion Center

・略称 JFOODO（ジェイフードー）

海外消費者が日本産品を購入

2017年4月1日付で日本貿易振興機構（ジェトロ）に設置



JFOODOは、デジタル広告、Instagram、JFOODOプロモーションサイトを活用して、

amazon.com内に設けた日本茶特集ページまで米国消費者を誘導し、購入に結び付けます

認知 興味・関心 購入意向 購入

JFOODOのプロモーション施策＜日本茶限定＞

amazon.com内
日本茶特集ページJFOODOプロモーションサイト

企業ロゴ・リンク・
商品情報の掲載が可能

Instagram
@justteayourself

デジタル広告

インターネット上での
広告掲出先例

Shop now

https://greentea-jfoodo.jetro.go.jp/ https://www.amazon.com/
japanesegreentea



JFOODOの日本茶事業の詳細およびお申込みについては、ホームページをご覧ください

https://www.jetro.go.jp/jfoodo/project/greentea.html

JFOODO日本茶事業の詳細および参加方法

で検索JFOODO 日本茶 🔍

https://www.jetro.go.jp/jfoodo/project/greentea.html
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Q&A
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配布資料は以下のようにファイル名が表示され、ファイル名をクリッ
クすると内容を確認できる。

サービスプロバイダー特典の内容については
「Service_provider_introduction」ファイルをご確認ください。
詳細をご希望される場合はこの後表示されるウェブセミナーのアン
ケートフォームにて該当のサービスプロバイダーを選択してください。

ご質問方法およびサービスプロバイダー特典の確認方法

質問はこちらから入力後、 送信をクリック。



Thank you

以上で本セミナーは終了となります。
この後、簡単なアンケートが表示されますので、

今後のサービス向上のため、ご入力をお願いいたします。
また、サービスプロバイダー特典のお申込みおよび

お問い合わせにつきましてはアンケートを通じてご連絡ください。

Amazonグローバルセリング公式サイトはこちら：


