
要期限管理商品

FBA実践マニュアル

「要期限管理商品」とは？

■食品全般（サプリメント、食玩、ペットフードなども含む。）

■食品以外で消費期限の印字がある商品

※お酒も「要期限管理商品」です。酒類のFBAでの販売を
ご希望の場合はまずテクニカルサポートまでご連絡ください。

「要期限管理商品」のFBA出品許可取得方法

要期限管理商品をFBAにて販売するには、
事前に出品許可の取得が必要です。
所要時間は約30分です。

ルールや注意点についてのトレーニングを受講いただき、
その後のテストに合格しするとFBAで出品可能になります。

こちらからアクセスしてください。

http://c.logosware.com/lvc2z5/jsQRK/cZ40q/index.html

・出品許可を取得できるのは「大口出品サービス」をご利用の出品者様のみです
・必ずパソコンからアクセスしてください

本マニュアルは、FBAで要期限管理商品を販売される場合の注意点や
納品ルールのみをまとめております。FBAの基本の要件や納品ルールにつ
いては下記のマニュアルをご覧ください。

https://s3.amazonaws.com/JP_AM/doc/FBA/F
BA_SellerManual_Final%28forUSW%29.pdf
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「要期限管理商品」のFBAでは、
下記のように特別な管理・運用をしています。
ご利用前にあらかじめご承知おきください。

１：消費期限が近い商品から発送

購入された商品が発送されるフルフィルメントセンター(以下FC)にある出品者様の在庫のうち、
消費期限までの日数が少ない在庫から購入者に出荷します。

２：ラベルなし混合在庫での納品は不可

３：消費期限までの期間が45日以下となった在庫は自動的に「廃棄」

消費期限までの残り日数が45日になった在庫は自動的に販売不可ならびに廃棄となり、
返送はできません。廃棄手数料は出品者様に請求されます。条件を満たし、事前に申請をされた商品に限り、
15日前まで廃棄が延長されます（詳細はP7)

※廃棄になるタイミングや廃棄になってもAmazonからメールなどでのお知らせは致しません。
レポートにて出品者様のFBA在庫の消費期限をご確認いただけますので出品者様にて管理をしてください。
Amazonフルフィルメントレポート＞在庫＞賞味/消費期限在庫レポート (詳細はP16)

※「販売不可在庫の自動返送」の対象外です。

４：商品（ASIN）ごとに事前に申請が必要な場合がある

期限管理などを行うため、商品のASINごとに必要な設定をしています。
そのため初回納品前に事前に申請が必要な場合が多くあります。(詳細はP4)

５：出品許可を得た出品者様のみが取扱い可能

ルール違反の内容・回数によって、再度トレーニングを受講し、
FBA出品許可の取得をお願いする場合があります。
また、重大もしくは度重なるルールの違反があった場合、
FBAでの「要期限管理商品」が取扱い禁止になります。

お客様に安心して食品や消費期限を
Amazonで購入していただけるように、
出品者様のルールの順守・徹底に
ご協力をお願いいたします。
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１：出品する商品を選ぶ

≪１≫はすべての商品、≪２≫≪３≫は消費期限の印字がある商品の場合

必須の条件です。FBAで販売される商品の選定時に必ずご確認ください。

≪１≫常温で保管できる

外から見える場所に、第三者が見ても誤解なくわかるフォーマットで印字されていること。
基本的には、下記の期限印字のフォーマットの場合にお取扱いが可能です。
※和暦は「平成」や「H」などで和暦とわかる場合のみOK

≪２≫FC到着時に消費期限まで60日以上

の期間が残っている

FCで商品を受領するタイミングで、消費期限まで60日以
上の期間が残っているようにご注意ください。

※事前申請をすると
特別に30日以上の期間が
残っていれば受領できる
特別対応を行っています。
⇒P〇参照

≪３≫ルールに沿った消費期限の印字が外から見える場所にある

商品パッケージに「保存方法」について特別な記載がない
かご確認ください。

【取り扱えない場合】
・「18度以下で保存」など、
具体的な温度の指定がある
・要冷蔵・要冷凍

【こちらは取扱いOK】
・「冷暗所で保管」
・「高温多湿を避けて保存」
・「直射日光を避けて保存」
など温度の指定が無い場合

≪お取扱いいただけない印字例≫
MM/DD/YYYY、DD/MM/YYYY、DD/MM/YY、MM/DD/YY、YY/DD/MM、DD/MM、MM/DDなどのフォーマット。
ほかの数字が記載されており、どの数字が消費期限なのかわかりにくいなど。
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１）消費期限が日付まで設定されている場合⇒ 年・月・日の順番が必須

YYYY(年）/MM（月）/DD（日） YY(年）/MM（月）/DD（日）

取扱い可能な例：2018年1月10日、 2018/1/10、2018 January 10、
18年1月10日、 18/01/10 、2018 Jan, 平成30年1月10日など

２）消費期限が月まで設定されている場合（各月の28日として期限管理をされます）

YYYY（年）/MM（月） MM（月）/ YYYY（年）
YY(年）/MM(月） MM(月）/YY(年)

取扱い可能な例：2014/06、 2014 Dec 、2014年10月、07/2018 、平成30年1月など

３）１・２にあてはまらないが、商品パッケージに費期限が読み方が明記されている場合。

消費期限の読み方をシールで出品者様が商品に貼るなどして
読み方がわかるようになっている場合も含む。



２:新たに商品登録をする場合の注意点
商品登録は通常の商品と同様ですが下記の点をご注意ください。
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ノード名称

犬/フード/ウェット

犬/フード/ドライ・半生

犬/ヘルスケア/犬用ミルク

犬/フード

猫/フード/ウェット

猫/フード/ドライ

猫/ヘルスケア/猫用ミルク

猫/フード

小動物/フード・おやつ

鳥/餌・おやつ

昆虫/餌・おやつ

熱帯魚・観賞魚/餌・おやつ

爬虫類・両生類/フード・おやつ

野鳥・野生動物/野鳥用餌/ハチドリ用

野鳥・野生動物/野鳥用餌/固形餌

野鳥・野生動物/野鳥用餌/粒・種子餌

野鳥・野生動物/野鳥用餌

犬/おやつ/ガム・ローハイド

犬/おやつ/ジャーキー

犬/おやつ/ビスケット・ケーキ・スナック

犬/おやつ/牛耳・豚耳

犬/おやつ/馬蹄・牛蹄

犬/おやつ/骨・ボーン

猫/おやつ/お菓子・スナック

猫/おやつ/またたび入り

犬/おやつ

猫/おやつ

犬/ヘルスケア/ビタミン・サプリメント

犬/ヘルスケア/痛み止め・鎮静剤

犬/ヘルスケア/胃腸薬・整腸剤

犬/ヘルスケア/虫下し

猫/ヘルスケア/ビタミン・サプリメント

猫/ヘルスケア/痛み止め・鎮静剤

猫/ヘルスケア/胃腸薬・整腸剤

猫/ヘルスケア/虫下し

馬/おやつ

馬/フード

馬/ヘルスケア/栄養剤・治療薬

必ず正しいカテゴリーに登録をお願いします。

特にペット用品ストアの要期限管理商品は必ず下記の推奨ﾉｰﾄﾞを設定してください。

⇒これらの推奨ノードに登録さてていない場合、在庫の期限管理が行われません。



3: 申請が必要な場合
事前申請は正しい在庫管理に必要不可欠です。

Amazon直販部門やほかの出品者が販売している商品でも、

出品者様ごとに申請が必要絵です。ご協力をお願いします。

出品者様ごとに必ず事前申請が必要です。
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申請が必要な場合と申請方法一覧

下記５種類の商材の場合、初回納品もしくは毎回の納品前に申請が必要となります。
各申請の詳細をご確認ください。

商材 商品例 申請するタイミング 申請先

１
食品＆飲料ストアもしくはペット用品ストア

以外のストアで食品や消費期限のある商品
サプリメント、食玩など 各ASINの初回納品前のみ テクニカルサポート

２ 消費期限の印字のない食品 塩、砂糖、ガム、お米など 各ASINの初回納品前のみ テクニカルサポート

３ 消費期限の短い食品 焼き菓子など 各ASINの初回納品前のみ
指定のメールアドレスに

Eメールにて申請

４ チョコレート

チョコレート

チョコレートコートなど溶ける可能性の

あるチョコレートを含む商品

各ASINの初回納品前のみ
指定のメールアドレスに

Eメールにて申請

５ お米(玄米含む）
精米されたお米

玄米など
毎回の納品前

指定のメールアドレスに

Eメールにて申請

① 食品&飲料ストアもしくはペット用品ストア以外のストアで食品や消費期限のある商品

事前申請が必要な場合
食品＆飲料ストア、ペット用品ストア以外のストアの商品で

、食品や消費期限のある商品をFBAで販売する場合

申請のタイミング
・　その商品をFBAで始めて納品される前に1度のみ

・　ASINごとに申請が必要

申請方法 テクニカルサポートにEメールで申請

申請時のタイトル FBA要期限管理商品　事前申請

申請する内容 ASINと商品名

(例)

サプリメントや食玩など、食品＆飲料ストアとペット用品ストア以外のストアの要期限管理商品はすべて申請してく
ださい。初回のFBA納品の前に申請し、許可が下りるまで納品をしないでください。テクニカルサポートへの申請方
法はP16をご確認ください。

申請方法について
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② 消費期限のない食品の場合（全ストア共通）

(例)

塩やガムなど、どのストアの商品かに関わらず消費期限の設定のない食品はすべて申請してください。初回のFBA
納品の前に申請し、許可が下りるまで納品をしないでください。テクニカルサポートへの申請方法はP16をご確認く
ださい。

事前申請が必要な場合
塩、砂糖、ガム、うまみ調味料、ペットフード、お米などで消

費期限の設定がされていない食品

申請のタイミング
・　その商品をFBAで始めて納品される前に1度のみ

・　ASINごとに申請が必要

申請方法 テクニカルサポートにEメールで申請

申請時のタイトル FBA期限印字の無い食品　事前申請

申請する内容 ASIN、商品名、商品の種類

消費期限のない食品のFCでの管理方法について

下記の表のような消費期限の設定がない商品についても、Amazonでは期限の管理を行っています。
具体的には、FCで受領された日から商材ごとに販売期間を設けており、販売期間を過ぎると販売不可となり自
動的に廃棄されます。またこれらの商品はFCへ納品された順に購入者に出荷されます。（先入れ先出し）

※上記の表にある商材であっても消費期限の印字がある場合には消費期限に沿って管理されるため、申請は必
要なく上記の販売期間も適応されません。

申請方法について
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③ 消費期限の短い食品を納品したい場合

焼き菓子など温度管理の必要がなく、消費期限が製造から90日以下の商品の場合は、

事前申請をしていただくと特別に既存のルールよりも消費期限までの残り期間が短い商品でもFBAで販売してい
ただくことが可能です。

申請方法について

事前申請が必要な場合
製造日から消費期限までの期間が90日以下の商品で、

FCで受領時に30日以上の消費期限までの残存日数がある食品

申請のタイミング
・　その商品をFBAで始めて納品される前に1度のみ

・　ASINごとに申請が必要

申請方法
下記アドレスまでEメールで申請　(テクニカルサポートではないので注意）

jp-fba-short-datelot@amazon.co.jp

申請時のタイトル FBA短賞味期限　事前申請

申請する内容 申請用のフォーマットにご記入のうえ、メールに添付して送信して下さい。

ご注意点

・冷蔵・冷凍ではなく常温管理となります

・5営業日以内に設定を完了して返信いたしますので、それまで納品設定およ

びFCへの発送をお待ちください。

申請先Eメールアドレス

jp-fba-short-datelot@amazon.co.jp

申請用のフォーマットはこちらからダウンロードしてください。
http://s3.amazonaws.com/JP_AM/doc/FBA/FBA_short_date
lot_application.xlsx

通常のルールと特別に適応されるルールの違い

mailto:jp-fba-short-datelot@amazon.co.jp
http://s3.amazonaws.com/JP_AM/doc/FBA/FBA_short_datelot_application.xlsx


条件について

■取り扱い可能期間：10月10日～翌年３月31日
■納品先 ： NRT1(市川FC,千葉県）に納品先の指定が必要

※指定方法はこちらをご確認ください。出品者様にてお手続きが必要です。
通常通り納品先指定手数料が課金されますのでご注意ください。

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200735910

■商品サイズ： 小型・標準サイズのみ。(大型サイズは不可）
■そのほかご注意点：
・ パッケージに〇度以下で保管などの記載がある場合でも納品は原則お断りしませんが、
あくまでも常温での管理を行っているため常温保管であっても商品の
品質に問題が無いかどうかは出品者様にてご判断ください。

・ 万が一溶けるなどのことがあってもAmazonでは補てん・保障等は行いません。
・ 3月31日までにFCに残っている在庫の返送処理をお願いいたします。

4月1日時点でFCに在庫がある場合には自動的に廃棄されます。廃棄の手数料は出品者様に課金されます。
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④ チョコレートをFBAで販売する場合

チョコレートも条件を満たせばFBAで販売が可能です。
ただし、あくまでも常温管理を行っており冷蔵や一定温度管理は行っていないため、
出品者様のご判断にてFBAをご利用ください。

申請方法について

申請先Eメールアドレス
jp-fba-chocolate@amazon.co.jp

申請用のフォーマットはこちらからダウンロードしてください。
http://s3.amazonaws.com/JP_AM/doc/FBA/FBA_Chocolate_Applicati
on2016.xlsx

事前申請が必要な場合

チョコレートをFBAで販売する場合

(チョコレートをコーティングなどで一部使用している商品も含む）

(チョコチップクッキーなど温度で変質しない商品や、チョコレートソースなどもともと液体の商品は対象外）

申請のタイミング
・　その商品をFBAで始めて納品される前に1度のみ

・　ASINごとに申請が必要

申請方法
下記アドレスまでEメールで申請　(テクニカルサポートではないので注意）

　jp-fba-chocolate@amazon.co.jp

申請時のタイトル FBAチョコレート　　事前申請

申請する内容 申請用のフォーマットにご記入のうえ、メールに添付して送信して下さい。

ご注意点
・条件を満たしているか、出品者様にて申請前にご確認ください。

・納品先指定の手続きを行った後に申請をしてください。

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200735910
mailto:jp-fba-chocolate@amazon.co.jp
http://s3.amazonaws.com/JP_AM/doc/FBA/FBA_Chocolate_Application2016.xlsx


条件について

■取り扱い可能な商材：精米されたお米、玄米、輸入米
■パッケージについて ：

・パンチ穴タイプ以外の袋に入っていること
・無孔・レーザー孔タイプ、クラフトタイプのいずれかもしくは
そのほか虫対策をされた米袋に入っていること。
・クラフトタイプの場合は開封口が二重巻になっていること。
・輸入米の場合は真空パックなどの密閉されたパッケージであること
・精米日の印字がパッケージなど外から見てわかる位置にあるもの
(まったく精米されていない場合は不要）

■そのほか注意点
・ P5の消費期限のない食品の申請も行ってください。
・ 納品された在庫から害虫の発生などが起こった場合は、
該当の商品（出品者様の同一のAsin）のAmazonフルフィルメントセンター内の在庫
をすべて廃棄させていただく場合があります。
その場合Amazonからの補てんは致しません。

■商品名をできるだけ下記のガイドラインに沿って設定してください。
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５ お米をFBAで販売する場合

お米は特別なルールで運用しております。
申請を行うだけではなく、ルールを守ってFBAのご利用をお願いいたします。

・精米されている場合は、【精米】と必ず記載してください。
そのほかの項目はできるだけ下記のように商品名を登録してください。

【精米】+ 都道府県 + 特筆事項（任意） + 精米度 + 銘柄 + 重量 + 平成●年産

例）【精米】 茨城県産 白米 あきたこまち 10kg 平成25年産
【精米】 千葉県産 無洗米 ふさこがね 5kg 平成25年産
【精米】[数量限定] 山形県産 特別栽培米 無洗米 つや姫 2kg 平成25年産



■同一ASINの商品を複数個数納品する場合は、精米日はすべて同じにしてください。
■パレットを使用しない場合、１箱（ダンボール）への梱包は20kgまでです。
■パレットでの納品時は段ボール等で外装を補強し、パレットに直置きせずに段ボールもしくは紙を引いたうえで積
んでください。(米袋がパレットからずり落ちて破損してしまうケースが多発しています）
■精米日から下記の日数内で発送してください。
（※営業日ではなく実際の日数です。）(精米されていない場合は不要）

通常精米：精米日を含めて5日以内
無洗米：精米日を含めて6日以内

納品ルールについて

申請方法について(納品のたびに毎回。P５の申請も別途必要です）

申請先Eメールアドレス メールに添付する写真サンプル

fba-rice-photo@amazon.com

事前申請が必要な場合 精米されたお米を納品する場合

申請のタイミング ・　その商品をFBAに納品される前　毎回

申請方法
下記アドレスまでEメールで申請　(テクニカルサポートではないので注意）

　fba-rice-photo@amazon.com

申請時のタイトル FBAお米　精米日確認依頼

申請する内容 お米の精米日がわかる写真を添付して送ってください。

ご注意点
・Amazonから返信があり許可を得てから納品してください。

・初回だけではなく納品ごとに申請をしてください。

５ お米をFBAで販売する場合

mailto:fba-rice-photo@amazon.com


4:在庫をAmazonへ発送する
FBAの基本のルールに加えて、

「要期限管理商品」の納品ルールがあります。

例外はありませんので、必ずお守りください。

要期限管理商品のみを納品する

〇セラーセントラルでそのほかの商品とは分けて設定をしてください。

〇要期限管理商品であれば複数の異なる商品を同梱できます。

同一ASINの商品は, 納品ごとに

すべて同じ賞味期限のものを納品する。

（例：下記の通り2種類以上の商品を納品する際には、

ASINごとに消費期限が同じあればよい）

輸送箱に「要期限管理商品」のシートを貼る

シートは次のページのシートをコピーしてお使いください。A５サイズ以上で貼ってください。

発送する商品
について

輸送箱について
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※同じASINで複数の消費期限がある場合には、消費期
限ごとに納品設定を分け、輸送箱を分けていただければ
納品できます



発送前の最終チェックリスト

全商品でチェック

「要期限管理商品」ではない商品と同梱していない

期限の印字がある商品ならチェック（食品は期限の印字が原則必須）

Amazon到着時に消費期限まで60日以上残っている
（特別申請している場合は30日）

消費期限の印字がはっきりと読み取れるか検品した
（印字のかすれ、商品ラベルで隠れている などの不備に注意！）

ASINごとに消費期限が同じだと確認した

要期限管理商品

FBA

このシートはA5サイズ以上で印刷してください。
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5:セット商品や商品を包装する際の梱包ルール
特に出品者様独自でセット商品を作られる場合や包装紙などで包装する際に

納品不備が起こりやすくなっておりますので、ご注意ください。

セット商品や包装紙でラッピングされた商品について、下記のルールを守ってください。
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商品1個に対して1つの消費期限が見えるようにする

基本の納品ルール

ルール違反の例

外から消費期限が確
認できない。

外から複数の異なる消
費期限が確認できる。

出品者で消費期限を印字される場合のルール

下記の条件を守っていただける場合、出品者様にて消費期限の表示をすることも可能です。

１）出品者にて独自に消費期限を設定せず、もともと商品に記載されている消費期限と
同じ期限を外から見える箇所(FBA商品ラベルの近くを推奨）に印字する。

２）複数の消費期限がある場合には、消費期限の日付が一番近い期限を
(一番早く消費期限を迎えるもの）外から見える場所に記載する

３）下記の条件を守り、わかりやすく、消える・かすれることのない方法で印字する。手書きはNG。

■色： 背景の色と対照的な色とし、容易に判読しやすいものとする。
■フォントサイズ： 日本工業規格Ｚ8305(1962)に規定する８ﾎﾟｲﾝﾄの活字以上
■油性スタンプやラベルシール印刷などを利用
■簡単に消えない・かすれないインクを使用する。
■表記形式は、「年月日（YYYYMMDD）」もしくは、「年月(YYYYMM)」のみ



推奨する納品方法(包装紙でギフト用に包む場合）

包装紙のよごれや破れを防ぐため、包装紙の上からクラフト紙やビニール、エアキャップなどで包み保護を行う。FBA
商品ラベルや消費期限などは保護のための梱包の上に貼る（外から見えるように）
※ギフト商品であっても出品者様が梱包された状態で購入者に届くことをご留意ください。

特に出品者様独自でセット商品を作られる場合や包装紙などで包装する際に

納品不備が起こりやすくなっておりますので、ご注意ください。
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●●●商店

２０１６年１０月１日

推奨する消費期限の印字方法（セット商品などの場合）

セット・ギフトとしている商品（ASIN）を販売ユニットとして、外から見える箇所に
一括表示（原材料名、アレルギーなど）を行い、その中で消費期限を印字する.

一括表示の消費期限の欄に賞味期限を記
入しない場合には、「枠外に記載」「別途記
載」などではなく、「この面の上部に記載」などと
表示箇所を明記する。その場合は、記載位
置に正しく消費期限を印字し、それ以外の箇
所には記載しない。



納品前にご確認をお願いします！

要期限管理商品 FBA納品直前チェックリスト

【商品選定の際に確認！】

□常温保管が可能か？

（商品パッケージに「保存方法」の記載を確認）

□消費期限の印字はルールに沿っているか？

□Amazon到着時に消費期限までの期間が60日以上残っているか？

⇒必要な場合は特別申請（P.６）を行う

□≪セット商品やラッピングしている場合≫ ルールに沿った梱包かどうか？

【発送作業の際に確認！】

□要期限管理商品のみをまとめて納品手続きを行ったか？

□同じASINの商品はすべて消費期限が同じか？

□期限の印字がはっきり読み取れるか？

（文字のかすれやFBA商品ラベルのかぶりに注意）

□「FBA要期限管理商品」ラベルを輸送箱へ貼り付けたか？

□（食品＆飲料ストア・ペット用品ストア以外に商品を出品するの場合）

(消費期限のない食品の場合）
(チョコレートの場合）
(お米の場合）
事前申請をしてアマゾンから販売許可をうけたか？

下記チェック項目を全て満たしていただいているか納品前に
必ずご確認ください。内容に少しでもご不明な点がある際は、
テクニカルサポートにお問い合わせの上、納品いただけますよ
うお願いいたします。
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賞味/消費期限在庫レポートのご紹介

FBA納品された商品について、在庫の消費期限をASINごとに確認
するためのレポートのご紹介です。このレポートをご活用いただき、販売
不可として廃棄となる前（消費期限まで45日前、もしくは申請をされ
た場合には1５日前）までに価格を下げて売り切る、返送のリクエスト
をするなどの対応を出品者様にて行ってください。
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セラーセントラル＞フルフィルメント＞在庫＞賞味/消費期限在庫レポート



事前申請は正しい在庫管理に必要不可欠です。

Amazon直販部門やほかの出品者が販売している商品でも、

出品者様ごとに申請が必要絵です。ご協力をお願いします。

出品者様ごとに必ず事前申請が必要です。
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捕捉資料
テクニカルサポートへの申請ステップ

１： テクニカルサポートにアクセスする
https://sellercentral.amazon.co.jp/cu/contact-us
（セラーセントラルにログインが必要です）

２： 「Amazon出品サービス」をクリック

３:  「Amazonから出荷（FBA)」をクリック

４：「上記以外のFBAの問題」をクリック

5 :  Eメールを選択し、すでに入っている
件名を削除して各申請の件名を入力する

各申請のタイトルを記入

各申請の
申請内容を記入

https://sellercentral.amazon.co.jp/cu/contact-us


「要期限管理商品」においても
御社の販売力強化にFBAをご活用ください！

・ルールの変更がある場合にはメールにてご連絡いたします。

・この資料の複写・転載等を禁止しております。

・この資料のURLはこちらです。
https://s3.amazonaws.com/JP_AM/doc/FBA/DatelotManual.pdf

ご不明な点はテクニカルサポートまでお問い合わせください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/cu/contact-us

（セラーセントラルにログインが必要です）

https://s3.amazonaws.com/JP_AM/doc/FBA/DatelotManual.pdf
https://sellercentral.amazon.co.jp/cu/contact-us

