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出品者様向け Amazonポイントプログラムのご案内 

Amazon.co.jp では、出品者様が Amazon ポイントを付与できる機能を 2015年に導入しました。これまで Amazon ポイント

は Amazon が販売する商品の一部にのみ限定的に設定されていましたが、この機能により、出品者様がご自身の出品に

Amazon ポイントを設定できるようになります。 

 

1 出品者様向け Amazon ポイントプログラムの概要 

本プログラムは、大口出品者様が自身の出品を購入した購入者に対し、設定した Amazon ポイントを付与できる機能です。 

 Amazon ポイントは出品に対し 1 ポイント単位、または販売価格に対するパーセント（小数点第二位まで）で設定可能。 

 セラーセントラル在庫管理画面とカテゴリー別在庫ファイル、XML にて設定 

 Amazon ポイントの対象出品、設定ポイント数は出品者様の任意で設定。 

 Amazon ポイントは全出品カテゴリーの出品に設定可能。 

 Amazon ポイント付与に対する追加の手数料は不要。 

 購入者に付与した Amazon ポイントの費用は出品者様が負担(１ポイント＝１円)。 

 販売手数料は販売価格から Amazon ポイントを引いた金額に対して課金。 

 Amazon ポイントの費用は出荷通知の送信時に計上され、Amazon からの支払い時に売上から手数料とともに相殺。 

 

2 Amazon ポイントの表示 

購入者は、出品者様が設定した Amazon ポイントを Amazon.co.jp の各ページから確認できます。 

 検索結果ページ ：Amazon ポイントが設定された出品に表示。また、Amazon ポイント対象商品の 

 絞り込み機能で Amazon ポイントが設定されている出品のみの絞り込みが可能。 

 商品詳細ページ ：カートを獲得している出品に設定された Amazon ポイントが、販売価格と一緒に表示。 

 出品一覧ページ ：Amazon ポイントが設定されている出品は、Amazon ポイントが販売価格と一緒に表示。 

※ポイントの表示は Amazon.co.jp が出品している場合の表示と同様です。画面イメージに Amazon.co.jp の出品を

利用させて頂いておりますので、ご了承ください。 

画面イメージ：検索結果ページでの Amazon ポイントの表示。 
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画面イメージ：商品詳細ページでの Amazon ポイント表示 

 

 

画面イメージ：出品一覧ページでの Amazon ポイント表示 

 

 

 

3 ポイントご利用時の流れについて 

1. 出品者は出品ごとに、ポイントを設定できます。 

2. 出品者は設定したポイントを出品レポートから一括で確認ができます。 

3. 購入者は検索結果画面、商品詳細ページと出品一覧ページに表示されたポイント数を確認し、注文します。 

この時点でポイントは仮ポイント（まだ利用できないポイント）として付与されます。購入者はアカウントサービスページで仮

ポイント数を確認できます。 

4. 出品者は各注文で付与したポイント数を注文確定メール、注文管理画面と注文レポートで確認できます。 

5. 出品者が出荷通知ボタンを押したタイミングで以下の処理が実施されます。 

• 購入者へのポイント付与が確定し、購入者はそのポイントをほかの買い物に利用できます。 

•  販売手数料が、販売価格からポイントの費用を差し引いた金額をもとに算出されます。 

• 購入者が支払った価格から販売手数料とポイントの費用を差し引いた金額を、出品者のペイメントに計上します。 

但し、代金引換で支払った場合は、購入者へのポイント付与が確定する期間は、出品者が出荷通知してから最長 45日

後になります。 

6． 返金が生じた場合、付与したポイントは出品者に戻されます。 

• 全額返金の場合は、全ポイントが出品者に戻されます 

• 一部返金の場合は、返金した販売価格と同じ割合のポイントが自動計算され、出品者に戻されます 

 返金処理をしたタイミングで購入者アカウントから返金分のポイントが引かれ、返却されたポイントの費用が出品者の 

ペイメントに計上されます。 
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7． 購入者がポイントを利用して商品を購入した場合、支払い方法の内訳は出品者様に開示されません。ただし、代金引換

時にポイントまたはギフト券で注文価格の一部を先払いした場合、先払い金額が注文管理画面および注文レポートに表

示されます。 

なお、支払いでポイントとギフト券が併用された場合の内訳は開示されません。 

4 ポイント費用と販売手数料について 

販売価格に対する手数料は、販売価格から設定した Amazon ポイント分を引いた金額で計算されます。下記がポイントを付与した

際の販売手数料の計算例になります。 

注文価格  1,000円  

付与ポイント (―) 100 pt 1 ポイント= 1円 

小計  900円  

Amazon手数料：販売価格 (―) 135円 （販売価格 ― ポイント）x 15% =  

(1,000 – 100 ) x 15% = 135円 

出品者への支払い  765円  

5 Amazon ポイントの導入によるシステムへの影響 

Amazon ポイントの導入により、以下のレポートや在庫ファイルに項目追加・値追加などの変更が発生します。注文データの取り

込みや在庫連携などでシステム連携を行っている場合は、システム変更が必要な場合がありますので、ご確認ください。詳細の変

更は、後述の“1２. Amazon ポイントの導入によるシステム変更の詳細について“にて記載します。 

 種類 対象レポート／ファイル 変更内容 概要 

1 在庫ファイル カテゴリー別在庫ファイル 

出品ファイル(L) 

出品ファイル（I） 

価格と数量変更ファイル 

項目追加 各 SKU に Amazon ポイントの設定項目が追加。 

 

2 出品レポート 

 

出品詳細レポート 

出品中の商品レポート 

キャンセルされた商品レポート 

項目追加 

 

各 SKU に設定した Amazon ポイント数の項目が追

加。項目追加の有無を選択可(自動追加はされない)  

 

3 注文レポート 新しい注文 

未出荷の注文 

項目追加 付与ポイントの項目が追加。項目追加の有無を選択可

(自動追加はされない)。 

4 決済レポート 決済レポート／決済レポート V2

／XML／トランザクション詳細 

値追加 項目変更はなし。費目に付与ポイントと返却されたポイン

トの値が追加。 

5 フルフィルメント

レポート 

全注文レポート 

出荷レポート 

FBA在庫出荷レポート 

項目追加 付与ポイントの項目が追加。項目追加の有無を選択可

(自動追加はされない)。 

 
 

  



 

© 1996-2015, Amazon.com, Inc. or its affiliates 
                                                                                                                                                                                                                                 
4 

Amazonポイント設定手順とシステム仕様について 

6 ポイント設定時の注意点について 

１） ポイントの最低設定値は 1 ポイント、最大値は販売価格から 1円を引いた数です。 

２） ポイント設定の入力方法は商品登録の方法により異なります。 

・ 在庫管理画面では販売価格に対するポイントの割合(%) 

・ 在庫ファイルではポイント数 

３） 在庫管理画面で、ポイントの割合は小数点第二位まで設定できます。ポイント数は小数点第一位で四捨五入されます。

例えば、150円の出品に 1.00%ポイントを付けた場合、ポイント数は 1.5 ポイントを四捨五入して 2 ポイントで設定され

ます。 

４） 在庫ファイルでは、出品に対してポイント数で設定します。例えば、150円の出品に対してポイント 1%を設定したい場合

は、1%分を自身で計算し、 “ポイント“項目に 2 の整数を入力します。 

５） 在庫ファイルでポイントを設定する場合は、販売価格が必須になります。既にポイントを設定している出品に対して販売価

格のみを設定した場合、ポイントは 0 ポイントに上書きされます。 

６） 入力方法に関わらず、最後に更新したポイントが有効になります。商品登録画面でポイントを 1.00%と設定し、のちに在

庫ファイルで 50 ポイントと上書きした場合は、50 ポイントが有効になります。 

７） 検索結果ページ、商品詳細ページと出品一覧ページでは、ポイント%が整数で表示されます（小数点第一位で四捨五

入）例えば、500円の出品に 7 ポイントを設定した場合、実際のポイントの割合 1.40%を四捨五入して、ページには

1%で表示されります。 

8）  同じ出品に対しプロモーションとポイントを同時に設定する場合、設定したポイントはそのまま購入者に付与され、加えてプロ

モーションで設定した割引がポイントを含まない販売価格に対して適用されます。例えば、1,000円の出品に 100 ポイント

(10%)を設定し、プロモーションで 50%OFF の割引が設定されている場合、購入者に 100 ポイントが付与され、かつ販

売価格は 1,000円の 50%OFF で 500円になります。ポイント付与数は販売価格が値引きされても連動して変更され

ない点にご注意ください。 

 

7 Amazon ポイントの設定と確認の手順 

7.1 在庫管理画面でポイント設定 

出品者様は、下記の新しい在庫管理ページで Amazon ポイントを販売価格に対するパーセントで計算し設定することができます。 

 

注意点：Amazon ポイントをご利用の場合は、在庫管理画面の新画面への切替をお願いします。 
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古い在庫管理ページをご利用の場合、在庫管理画面の左上に、「今すぐ試す」を押し、新画面にし、ポイント設定をしてください。 

 

 

 
 

ポイントの設定手順 

１）“Amazon ポイントを設定“リンクを押下してください。

 
 

２）ポップアップ画面が表示されます。“価格の割合“の項目に販売価格に対するポイントの割合を入力してください。下記の例では

1.00%を入力しています。付与するポイント(6 ポイント)が表示されます。 

 
 

３） “ポイントを計算“ボタンを押下してください。注意点：この時点では、まだポイントは保存されていません。 
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４）メイン画面に戻ると計算されたポイント（6 ポイント）がポイント項目に表示されます。変更を加えた出品一覧の右側にある“保

存”と“すべてを保存”ボタンが有効になります。ポイントが正しく入力されていることを確認し、ボタンを押下して、ポイント設定を保存し

ます。 

 

 

５）ポイント数が保存された場合、メッセージが表示されます。 

 
 

※設定したポイントを変更する場合は、設定しているポイントのリンクを押下すると変更できます。 

 

7.2 商品登録画面でポイント設定 

出品者様は、商品登録画面と出品詳細変更画面上に、販売価格に対する Amazon ポイントの割合（％）で設定できます。 
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販売価格のポイント設定 

１）販売価格を入力し、“ポイント“項目に設定するポイントの割合を入力してください。下記の例では販売価格 5,000 円に対して

1.00%のポイント（50 ポイント）を設定しています。 

 

 
 

２）ページの下位部にある“保存して終了する”ボタンを押下して、ポイントを保存してください。 

 

セール価格のポイント設定 

１）セール価格を入力し、“セール価格用の Amazon ポイント“項目にセール価格に対するポイントの割合を入力してください。下記

の例では、5,0000 円のセール価格に対して 5.00%のポイント（250 ポイント）を設定しました。 

 
 

２）ページの下位部にある“保存して終了する”ボタンを押下し、ポイント数を保存してください。 

ｃ 
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7.3 在庫ファイルでポイント設定 

ファイルテンプレートにポイント項目が追加され、出品者様がポイントを設定できるようになります。ポイントを設定する場合は、ポイント

対応の新しいテンプレートファイルをダウンロードして、ポイント設定をしてください。ポイントを設定しない場合は、既存のままのテンプレ

ートファイルをご利用頂けます。 

 

注意：在庫ファイルでポイントを設定する場合は、販売価格が必須になり、既にポイントを設定している出品に対して販売価格のみ

を設定した場合、ポイントは 0 ポイントに上書きされます。このことから、ポイント機能をご利用の場合は既存の価格変更に加えて、

ポイント項目を追加するようにシステム変更が必要になる場合がありますのでシステム担当者にご確認ください。また、サービスプロバイ

ダーをご利用の場合は、サービスプロバイダーにて Amazon ポイントに対応しているかどうかをご確認お願いいたします。 

 
 

・販売価格(standard_price)を設定し、ポイント（standard_price_points）項目にポイント数を設定してください。 

 

 

・セール価格(sale_price)を設定し、セール時ポイント（sale_price_points）項目にポイント数を設定してください。 

 

 

7.4 設定したポイントの確認について 

出品者様は、設定した Amazon ポイントを在庫管理画面と出品レポート（出品詳細レポート、出品中の商品レポート、キャンセル

された商品レポート）で確認できます。 

 

 
 

出品者様は、下記の手順に従って、出品レポートにポイント項目を追加することができます。 

注意点：レポートに項目が追加される前に、システム担当者または、ご利用のサービス・プロバイダーに追加の対応確認を事前に行

ってください。 

 

１）セラーセントラル＞在庫管理＞出品レポート画面を開いてください。 

２）項目追加ボタンを押下してください。 

 

ｃ 
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３）設定完了メッセージが表示され、手続きが完了します。

 
 
 
 
 
 

8 注文処理時のポイント確認について 

ポイントを設定した商品が購入された場合、出品者様は、注文確定メール、注文管理画面と注文レポートで対象注文にて購入者

に付与したポイントを確認できます。また納品書にも付与したポイントが表示されます。 

8.1 注文管理画面でポイントを確認 

１）注文管理面を開いて、注文詳細をクリックしてください。 

２）注文詳細画面に付与したポイントが表示されます。 

 

8.2 納品書でポイントを確認 

納品書でのポイントの確認をする場合は、納品書ボタンをクリックしてください。付与したポイントの詳細が表示されます。 
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8.3 注文レポートでポイントを確認 

出品者様は、対象注文にて付与したポイント数を注文レポート（新しい注文レポート、未出荷の注文）とフルフィルメントレポート

（全注文レポート、FBA 在庫出荷レポート、出荷レポート）でを確認できます。注文レポートへのポイント項目の追加は出品者様

が選択可能です。 

 

 
 

出品者様は、下記の手順に従って、注文レポートにポイント項目を追加することができます。 

注意点：レポートに項目が追加される前に、システム担当者または、ご利用のサービス・プロバイダーに追加の対応確認を事前に行

ってください。 

 

１）セラーセントラル＞注文管理＞注文レポート画面を開いてください。 

２）項目追加ボタンを押下してください。 

 
 

３）設定完了メッセージが表示され、手続きが完了します。 

 
 

9 返金について 

ポイントが付与された注文を返金する際に、付与したポイントも出品者に戻されます。 

• 全額返金の場合は、全ポイント数の費用が出品者に戻されます 

• 一部返金の場合は、返金した金額と同じ割合のポイント数の費用が出品者に戻されます 

• 返金した際、購入者が既に付与されたポイントを使用していた場合であっても、付与したポイントの費用が上記の計算に基

づき出品者に戻されます。購入者には使用したポイント分を差し引いた金額を返金します。 

 

全額返金：付与したポイントの全額が購入者から出品者様に戻されます。 
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一部返金：返金金額と同じ割合のポイント数が購入者から出品者様に戻されます。 

 

 

10 決済レポートについて 

ポイントに関する取引を決済レポートにて確認ができます。 

１）ペイメントの一覧画面 

ペイメントの“一覧“タブで注文で付与した Amazon ポイントの費用、また返金で返却された Amazon ポイントの費用を確認で

きます。 
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２）取引ごとに関するポイントの確認 

 

 

付与した（または返却された）Amazon ポイントの詳細情報は“その他”項目内に含まれます。Amazon ポイントの費用は、

付与した場合は、マイナス表示、返却された場合は、プラス表示されます。 

 

３）決済サマリーレポート 

ペイメントのサマリーレポートで付与した（または返却された）Amazon ポイントの費用情報を確認できます。 
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11 Amazon ポイントの導入によるシステム変更の詳細について 

Amazon ポイントの導入により、以下のレポートや在庫ファイルに項目追加・値追加などの変更が発生します。注文データの取り

込みや在庫連携などでシステム連携を行っている場合は、システム変更が必要な場合がありますので、ご確認ください。 

11.1 各々レポートやファイルに関する変更 

変更内容の一覧は以下になります。 

 種類 対象レポート／ファイル 変更内容 項目名／概要 

1 注文レポート 未出荷の注文 

新しい注文 

項目追加 付与ポイントの項目が追加。項目追加の有無を選択可(自動追

加はされない)。 

2 出品レポート 出品詳細レポート 

出品中の商品レポート 

キャンセルされた商品レポート 

項目追加 standard-price-points（ポイント）項目が追加。項目追加

の有無を選択可(自動追加はされない) 

3 在庫ファイル カテゴリー別在庫ファイル（DVD&ビデオ、ミュー

ジック・エレクトロニクス・Kindle アクセサリ以

外） 

 

項目追加 standard_price_points（ポイント） 

sales_price_points（セール時のポイント） 

 カテゴリー別在庫ファイル（DVD&ビデオ） 

カテゴリー別在庫ファイル（ミュージック） 

項目追加 standard_price_points（ポイント） 

 

 カテゴリー別在庫ファイル（エレクトロニクス） 

カテゴリー別在庫ファイル（Kindle アクセサリ） 

出品ファイル(L) 

価格と数量変更ファイル（汎用版） 

項目追加 standard-price-points（ポイント） 

sales-price-points（セール時のポイント） 

 出品ファイル（I） 

価格と数量変更ファイル(本・ミュージック・ビデ

オ・DVD) 

項目追加 standard-price-points（ポイント） 

 

4 決済レポート 決済レポート 

決済レポート V2 

決済レポート（XML） 

値追加 既存の項目 item-related-fee-type に新しい値として、

CostOfPointsGranted（付与したポイントの費用）と

CostOfPointsReturned（返却されたポイントの費用）が追

加されます。item-related-fee-amount にそれぞれの値に対

する付与したポイントの費用と返却されたポイントの費用の値が表

示されます。 

5 トランザクションレポート 項目追加 Cost of points(ポイントの費用)の項目が新しく追加されます。 

6 トランザクション詳細 値追加 本テーブル以降のサンプルを参照 

7 フルフィルメン

トレポート 

全注文レポート 

出荷レポート 

FBA在庫出荷レポート 

項目追加 points-granted（付与したポイント） 

サンプル：決済レポートのトランザクション詳細 

 
 

11.2 XSD変更 

Amazon ポイントの機能追加にともない、一部の XSD ファイルが変更されます。変更はポイント機能導入と同時に適用されます。 
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変更対象：価格 XSD 

 変更内容：StandardPricePoints と SalePricePoints 項目が追加されます。 

11.3 API変更 

Amazon ポイントの機能追加にともない、API に以下の変更が生じます。変更はポイント機能導入と同時に適用されます。 

注文 API 

ListOrderItems 及び ListOrderItemsByNextToken オペレーションが任意で PointsGranted 要素を返します。

PointsGranted 要素には注文時に付与した Amazon ポイントの数値と金額 が含まれます。対象マーケットプレイスは JP の

みです。 

商品 API 

GetCompetitivePricingForSKU、GetCompetitivePricingForASIN、 GetLowestOfferListingsForSKU、

GetLowestOfferListingsForASIN、GetMyPriceForSKU 及び GetMyPriceForASIN オペレーションが Price 要素の一部として

任意で Points 子要素を返します。Points 要素には出品に対して設定した Amazon ポイント数とその金額が含まれます。

対象マーケットプレイスは JP のみです。 

プッシュ通知 API 

AnyOfferChangedNotification オペレーションの複合要素に Points 要素が追加され、PointsNumber が子要素として追加

されます。複合要素 BuyBoxPrice、LowestPrice、Offer に Points の子要素が追加されます。対象マーケットプレイスは JP

のみです。 

以上 

変更履歴 

 バージョン 更新日付 変更箇所 変更内容 

1 1.0 2014/12/5 初版  

2 1.1 2015/02/05 11.2 XSD変更 セクション追加 

 11.3 API変更 セクション追加 

3 1.2 2015/02/17 11.1各々レポートやファイルに関する変更 在庫ファイル仕様詳細修正 

4 変更履歴 セクション追加 

5 1.3 2015/03/31 ドキュメント全体 ヘッダー変更 

6     

 


