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Introduction
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Amazon Payでは、ECサイト側でご注文を頂いた決済内容を管理するための運

用ルールがあります。EC運営における様々なシーンでどのようにAmazon Payで

手続きを行う必要があるのか、よくある質問としてまとめさせて頂きました。



Amazon Pay FAQ
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アカウント登録関連
1. 出品用セラーアカウントの同一のログインメールアドレスでAmazon Payのアカウントも作成できま

(P5)
(P6)
(P7)
(P8)
(P9)

すか？
2. 銀行口座名義の入力に文字制限はありますか？
3. 銀行口座名のエラーが発生した(桁数オーバー)ときの対応方法は？

4. ログイン画面のロゴ及びプライバシー規約URLはどこで設定すればよいですか？
5. プライバシー規約URLには何を登録するのか？
6. Amzonアカウントでお支払いボタンをクリック後、ログイン画面が表示されず

「申し訳ありません。・・・」となります。解消方法は？
7. ２段階認証の設定方法は？

(P10)
(P11)

支払い関連
8. 月末締めなど締日での入金設定はできますか？
9. 入金明細データはダウンロードできるのか？
10. Amazon Pay側から請求書を発行できるのか？
11. Amazon Payを利用する場合は別途消費税が必要なのか？

(P12)
(P13)
(P14)
(P15)

システム仕様関連
12. 注文をClosedにする必要はあるのか？

13. サブユーザーが売上請求処理をするには？
14. キャンセルと返金の違いは？
15. 最低利用金額の設定は可能か？

(P16)
(P17)
(P18)
(P19)



Amazon Pay FAQ
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取引・管理関連

15. オーソリされた注文はどのようにして売上請求するのか？
16. 送料などを注文金額の追加はできますか？また増額上限はありますか？
17. 注文された決済額を減らすには？
18. 返金のキャンセルはできないのか？
19. 同梱依頼が発生した場合は決済額を１つにまとめることができるのか？
20. 一括で売上請求を行う方法はあるか？

(P20)
(P21)
(P22)
(P23)
(P24)
(P25)

21. 売上請求処理後、請求額０円のままです。詳細画面のステータスもPendingと表示されているが

請求できているのか？
22. 商品を発送してから売上請求したがDeclinedになった。資金回収方法は？

23. 購入者のクレジットカード利用明細にはどのように印字(表示)されるのか？
24. 注文詳細画面の「受け付けておりません」と表示されているが問題ないか？

(P26)
(P27)

(P28)
(P29)

25. Amazon Payから購入者に送信されるEメール に表示されるお問い合わせ先メールアドレスを

変更できますか。 (P30)

26. 「振り込み手続き開始のお知らせ」メールの送付先は変更できますか？
27. Amazon Pay購入者マイページ上の履歴はどのように表示されていますか？
28. オーソリ有効期限(30日)が切れました。再オーソリ処理は可能ですか？

(P31)
(P32)
(P33)

定期機能関連
29. 定期購入契約より生成された取引データの注文ステータスがClosedですが問題ないか。

30. 定期購入契約(BillingAgreementID)の確認方法はありますか。

31. 取引管理から定期購入契約(BillingAgreementID)の確認できますか。

(P34)
(P35)

(P36)



(1)出品用セラーアカウントの同一のログインメールアドレスでAmazon Payの
アカウントも作成できますか？

こちらの項目については、下記のAmazon Pay FAQにてご確認ください。
http://amazonpay-integration.amazon.co.jp/amazonpay-faq/detail.html?id=FAQ-248
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(2)銀行口座名義の入力に文字制限はありますか？
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こちらの項目については、下記のAmazon Pay FAQにてご確認ください。
http://amazonpay-integration.amazon.co.jp/amazonpay-faq/detail.html?id=FAQ-245



(3)銀行口座名のエラーが発生した(桁数オーバー)ときの対応方法は？
銀行口座情報のご登録時、口座名義人は16文字以内でのご登録が可能です。口座名義人がそれ以上の桁数の場合には、
銀行にて短縮名でご登録ください。その後、16文字以内の短縮名にてご登録ください。

※銀行にて短縮名のご登録が無い場合は、アマゾンからの入金を銀行側で受付して頂けない場合がございます。

編集ボタンをクリックした後、【新しい銀行口座を
登録】を選択すると、新規入力画面が表示され
ます。

短縮登録した、口座名義人情報を含めた必要情
報を入力し、送信ボタンをクリックください。

設定＞出品用アカウント情報＞銀行口座情報
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(4)ログイン画面のロゴ及びプライバシー規約URLはどこで設定すればよいですか？
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こちらの項目については、下記のAmazon Pay FAQにてご確認ください。
http://amazonpay-integration.amazon.co.jp/amazonpay-faq/detail.html?id=FAQ-230



(5)プライバシー規約URLには何を登録するのか？
導入サイト内の個人情報の取り扱いについて(プライバシー規約)表記されているページのURLをご登録ください。

このURLはお客様が初めてAmazon Payを利用してECサイトにログインする時に、お客様の情報を御社サイトに提供して良い
か確認する画面に表示されます。登録必須項目となります。

お客様情報の提供に同意するか確認する画面

ECサイトのプライバシー規約が記載され
ているページへのリンク部分が埋め込ま
れます。

(例)
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下記はAmazon.co.jpのプライバシー規約に

なります。御社サイト上にある下記のように
個人情報の取り扱いについて記載している
ページのURLをご登録ください



No 説明

1 セラーセントラルの画面右上部から「Amazonログイン」を選択し
ます。

2
ウェブ設定欄の「JavaScriptの種類」、または、「リダイレクト
URL」が空欄になっている場合は、「編集」ボタンをクリックして
登録します。

3

Amazonログイン画面をポップアップ表示する場合は、
「JavaScriptの種類」欄にhttpsでドメイン名を入力します。リダイ
レクト方式でログインする場合は、「リダイレクトURL」にログイン
後のリダイレクト先URLを入力します。

1

2

3

(6)Amzonアカウントでお支払いボタンをクリック後、ログイン画面が表示されず
「申し訳ありません。・・・」となります。解消方法は？

Amazonログインの画面が表示された時にエラーメッセージが表示される場合がございます。これはAmazon Payのセラーセ

ントラル上にAmazonログインのURLを指定しないことが原因である可能性がございます。次の通りにセラーセントラルの

AmazonログインよりWeb設定してください。
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2段階認証の設定手順は、2段階認証を有効にするをご覧ください。

設定方法は動画でもご覧いただけます。
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２段階認証の設定方法は？

安心してAmazon Payのご利用を続けていただくため、事業者様のアカウントのセキュリティを強化することが非常に重
要です。2段階認証を有効にし、アカウントのセキュリティをより強化していただくことをお勧めします。

2018年4月16日(月)より、2段階認証を使ってセラーセントラルへログインして頂くことが必須となります。

2段階認証の設定画面
1. セラーセントラルにログインします。（https://sellercentral.amazon.co.jp/）
2. 設定メニューのログイン設定よりセキュリティコードの設定と管理の編集ボタンをクリックします。
3. アカウントサービスの高度なセキュリティ設定に遷移しますので、設定を開始をクリックします。(可能な場合は、PCや

タブレットのインターネットブラウザから操作していただくとスムーズです。)

https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=202073820&ld=BAJPAPAnettan171121
https://youtu.be/LDlBVeeN7zg
https://sellercentral.amazon.co.jp/


(7)月末締めなど締日での入金設定はできますか？
設定できません。
Amazon Payの入金はサイクル制となり、基本設定は14日サイクルでご登録頂いた銀行口座に

海外からご送金させて頂きます。
※サイクル間隔は最小1日単位で変更できます。

※変更依頼はセラーサポートまでご連絡ください。手続き完了までには依頼日から１～２週間程いただいています
。
※入金サイクルの間隔を問わず送金手数料はすべてAmazon負担となり、ご負担いただくことはございません。

(例)14日サイクルの場合の表示例

セラーセントラル＞レポート＞ペイメント＞過去の決済情報タブ

次回、支払手続き開始日の確認方法は
セラーセントラルの [レポート] – [ペイメント]

赤丸部分に表示された日付の0：00に
支払手続きが開始されます
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2017/3/23～の14日間 ※4/6 （0：00）に支払手続き開始

2017/3/9～の 14日間 ※3/23（0：00）に支払手続き開始

2017/2/23～の14日間 ※3/9 （0：00）に支払手続き開始

※期間中に売上請求が完了となった処理総額の支払手続きを最終日に開始致します。売上請求処理の完了には数時間以上かかることがございます。
※入金サイクルの起点時間：日本時間の午前0時からデータ転送時間が発生するため、表示されるサイクルの開始日と最終日は同日となります。
※支払い手続き後、平均2～3銀行営業日で御社口座へ着金致します。

(銀行の休業日を除き、振り込み手続き開始後6～10営業日ほどかかる場合がございます。)



(8)入金明細データはダウンロードできるのか？
入金明細の確認方法は、レポート＞ペイメントメニュー、過去の決済情報のタブを指定することで決済期間ごとのレポート
(入金明細)がCSV形式でダウンロード可能です。決済期間中の情報はレポート出力できませんので、一覧タブにてご確認く
ださい。

レポート＞Amazon Payのお取引画面では、セ
ラーセントラルで処理したオーソリ処理、売上
請求処理、返金処理に関するレポートをダウ
ンロードすることも可能です。

ダウンロードしたファイルはcsv形式
のファイルとなりますので、エクセル
などで開いてご確認ください。

ダウンロードした決済レポートExcelで表示した例
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入金明細サンプル
下記より形式を選択して
ダウンロードください。

• PDF形式

• Excel形式

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/09/AmazonPayments/setllement_report_sample.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/09/AmazonPayments/setllement_report_sample.xlsx


(9)Amazon Pay側から請求書を発行できるのか？
Amazon Payご利用に対する手数料への請求書は発行しておりません。
(8)に記載がありますように、レポート機能がございますので、そちらで手数料の確認が可能です。
ご購入者から領収書の発行を希望された場合にも、Amazonでは対応していません。

レポート一覧画面

Amazon Pay/運用FAQ/14



(10)Amazon Payを利用する場合は別途消費税が必要なのか？
Amazon Payでのお取引は、不課税取引となり、事業者様へのAmazon Payの決済手数料の
請求金額には、消費税は含まれません。
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詳細については、こちらのページをご確認ください。

https://payments.amazon.co.jp/help/201212430

本サービスは、2015年10月1日より施行される改正消費税法により、「事業者向け電気通信利用役務
の提供」に該当することとなります。従いまして、弊社からお客様への請求金額には、これまでどおり
消費税は含まれません。
なお、お客様が消費税を原則課税により申告する課税業者で、Amazon Payのお支払いに対応する課
税期間における課税売上割合が95％未満の場合には、リバースチャージ方式により申告する必要が
ございますので、ご注意ください。

https://payments.amazon.co.jp/help/201212430


(11)注文をClosedにする必要はあるのか？
下記条件を満たすと自動的にClosedに切り替わるので手動でClosedする必要はございません。
「処理済」と「処理未完了」の取引を分けたい場合などに手動でClosedにして頂くことが可能です。
Closedにするとその他の追加請求を行うことが出来なくなります。
（既に存在する与信済の売上請求や売上請求済の返金は可能です。）

注文が自動的にClosedになる条件

メリット デメリット

•取引管理一覧で処理が完了し

たのか一覧で確認すること
ができます。

• 抽出条件で処理中(Open)だけ

を抽出することができます。

•追加のオーソリ(追加請求)を行

うことが出来なくなります。

No 条件名 条件内容

1 期限切れ
Expired

オーダーリファレンスが生成されてから181日目で自動的にClosedになります。

2 最大限度額まで売上請求
MaxAmountCharged

オーダーリファレンスの最大許容額まで売上請求された場合にClosedになります。

3 売上請求が最大件数
MaxAuthorizationsCaptured

売上請求を10回行った場合にClosedになります。

4 Amazon内部処理AmazonClosed Amazon側にて内部的にClosedにする場合があります。

注文ステータスをClosedへ手動変更にするメリット・デメリット
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注文ステータスをClosedへ手動変更の方法は下記ガイトの18ページをご参照ください。

セラーセントラル運用ガイドhttp://g-ec2.images-amazon.com/images/G/09/AmazonPayments/LoginAndPayWithAmazonOperationsGuide_JP.pdf

http://g-ec2.images-amazon.com/images/G/09/AmazonPayments/LoginAndPayWithAmazonOperationsGuide_JP.pdf


(12) サブユーザーが売上請求処理をするには？
セラーセントラルにスーパーユーザーでログインし、「設定」→「ユーザー権限」から権限設定が可能です。
売上請求処理の権限をサブユーザーへ設定する場合は、「取引管理」項目の「表示と編集」を選択ください。返金処理も行なう
可能性がある場合は、 「返金管理」項目も「表示と編集」を選択ください。
その他の項目についても、ユーザーアカウント毎に利用できる権限(権限なし、表示のみ、表示と編集)を
割り当てることができます。
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(13)キャンセルと返金の違いは？
Amazon Payは決済サービスの一種であります。注文のキャンセルや返品はECシステム側の対応になります。Amazon Pay
ではオーソリされた状態を削除することがキャンセル、売上請求額をお客様に戻すことを返金と呼びます。

一般的なEC注文管理

Amazon Payの処理と注文状態

新規注文 オーソリ

Draft Open

売上請求 処理済み 返金

新規注文 入金待ち 出荷待ち 出荷済み 処理済み 返品

キャンセル

Open Closed

Canceled

Closed

注文されオーソリを確保して
いる状態を削除する場合に
キャンセル処理を行います。

売上請求されてから商品の
返品が行われた場合に返金
処理を行います。

セラーセントラル上で返金処理の取り消
しはできませんのでご注意ください。(22)
を参照ください

Amazon Pay/運用FAQ/18



(14)最低利用金額の設定は可能か？
セラーセントラルには設定の機能はございませんので、Amazon側で制御することができません。
ECシステム側にてご対応ください。(一部のカートシステムなどで機能が実装されている場合もございます。詳細はカートシ
ステムの開発会社へご確認ください。)

EC-CUBE3の実装例

Amazon Pay/運用FAQ/19

FutureShop2の実装例



(15)オーソリされた注文はどのようにして売上請求するのか？
セラーセントラルにログインし、上部の【注文】＞【取引管理】から
①注文一覧より売上請求する方法と、②一覧より支払い詳細を表示して売上請求する方法がございます。

取引管理画面

売上請求する金額が正しいか確認
し、問題なければクリックします。

売上請求する金額を入力します。

請求完了画面

売上請求に追加する金額を入力し
ます。

支払い詳細画面

金額入力画面 請求確認画面

取引履歴画面

売上請求する金額を入力します。

売上請求に追加する金額を入力します。

売上
問題

請求する金額が正しいか確認し、
なければクリックします。

正常に売上請求された場合は、タ
イプ「請求する」がCompletedになり
ます。

①

②
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(16)送料などを注文金額の追加はできますか？また増額上限はありますか？
追加は可能です。増額上限は8,400円か注文金額の15%の少ない方の額までです。
Amazonのお客様が安心して利用されることを考慮した仕様になります。
また売上請求後でも注文金額の増額限度額内であれば、取引ステータスがClosedになっていない限り増額可能です。

注文番号：P03-12345  
注文日付： 2015/09/01

<注文明細>
商品A＠1,000円1個

注文小計：1,000円
消費税：80円配送
料：540円合計：
1,620円

243

8,400

注文番号：P03-12346  
注文日付： 2015/09/01

<注文明細>
商品B＠60,000円1個

注文小計：60,000円
消費税：4,800円配
送料：0円合計：
64,800円

9,720
8,400

最大8,400円 最大15%

最大8,400円 最大15%

限度額の判断

限度額の判断

8,400円か、注文金額の15%の少ない方の額まで追加請
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求が可能です。
この例では1600円の15%の240円が上限となります。



(17)注文された決済額を減らすには？
注文された決済額を減らすには売上請求の前後で処理方法が異なります。
①減額して売上請求する方法と②売上請求した後に一部返金する方法がございます。

減額して売上請求を実施

売上請求後に一部返金を実施

注文金額を減額して売上請求する
場合に入力します。(例)10,000円の
注文を4,000円にする場合は、
4,000円と入力します。

売上請求する金額を確認します。

売上請求済みの一部を返金する金
額を入力します。

返金する金額を確認します。

返金できる金額の最大値は売上請求
された金額の15%か8,400円のどちらか
少ない額まで増やして返金すること
が可能です。

①
売
上
請
求
前

②
売
上
請
求
後
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(18)返金のキャンセルはできないのか？
一度返金がされた処理のキャンセルはできませんのでご注意ください。

誤って返金処理を行なった場合は、購入者へ別の決済方法でお支払頂くか、再度ご注文を入れて頂く方法などでご対応を
お願いします。

支払い詳細画面

返金のキャンセルはすることができません。
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(19)同梱依頼が発生した場合は決済額を１つにまとめることができるのか？

注文番号：P03-12345  
注文日付： 2015/09/01

<注文明細>
商品A＠1,000円1個

Amazon Payでは、注文金額の追加は8,400円か注文金額の15%の少ない方の額まで増やすことしかできません。ただし、ト
ランザクション料は何件処理しても発生しません。よって、同梱処理が必要な場合は梱包は１つにまとめて、注文の請求金
額を調整することで対応します。

商品A

注文番号：P03-12876  
注文日付： 2015/09/01

<注文明細>
商品B＠2,000円2個

注文番号：P03-12876  
注文日付： 2015/09/01

<注文明細>
商品A＠1,000円1個商
品B＠2,000円2個

注文小計：1,000円 注文小計：4,000円
消費税：80円配送 消費税：320円配送 注文小計：5,000円
料：540円合計： 料：540円合計： 消費税：400円配送
1,620円 4,860円 料：0円合計：5,400

円

商品B 商品B 商品A 商品B 商品

オーソリ金額： 1,620円

オーソリ金額： 4,860円 請求金額：1,620円

請求金額：3,7 80円

5,400円以上で送料無料なので、

2回目の注文を合計して同梱し
てください。

同梱処理

ECシステム注文

Amazon Pay

商品梱包

同梱することで、合計5,400円の注文にな
ったので、2回目の請求金額を5,400円か
ら1,620円減らした額の3,780円に変更し

て売上請求します。
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取引管理画面

(20)一括で売上請求を行う方法はあるか？
セラーセントラルには、一括で売上請求を行う機能はございません。
ECシステム側にてご対応ください。(提供させて頂いているAPIを利用することで実現可能です)

１つ１つクリックして売上請求処理
を行う必要があります。
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(21)売上請求処理後、請求額０円のままです。
詳細画面のステータスもPendingと表示されているが請求できているのか？

売上請求実行から30分～3時間程度、完了までに時間がかかる場合がございます。完了までの間ステータスがPendingと表
示され、売上請求をした金額が画面に反映されません。少しお待ちいただき完了をご確認ください。

取引管理画面

面支払い詳細管理画
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(22)商品を発送してから売上請求したがDeclinedになった。資金回収方法は？

有効期限切れ等、クレジットカード情報に何かしらの不備がありますと売上請求がDeclinedになり下記の表示となります。
その場合はAmazon Payのマイページからクレジットカード情報を更新するか、支払い方法の変更をご購入者へご案内くだ
さい。

クレジットカード情報更新手順
http://images-na.ssl-images-
amazon.com/images/G/09/AmazonPayments/LoginAndPayWithAmazon_AuthZ_Decline_ORO_Suspended.pdf
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https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/09/AmazonPayments/LoginAndPayWithAmazon_AuthZ_Decline_ORO_Suspended.pdf
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(23)購入者のクレジットカード利用明細にはどのように印字(表示)されるのか？

購入者のご利用クレジットカード発行会社によって印字される内容が異なります。
各クレジットカード会社の印字は下記になります。
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こちらの項目については、下記のAmazon Pay FAQにてご確認ください。
http://amazonpay-integration.amazon.co.jp/amazonpay-faq/detail.html?id=FAQ-2

http://amazonpay-integration.amazon.co.jp/amazonpay-faq/detail.html?id=FAQ-2


(24)注文詳細画面の「受け付けておりません」と表示されているが問題ないか？
該当部分のデータ連携ができていない場合に表記されますが必須項目ではないので運用を行う上で問題ございません。
この項目を使用したい場合はECシステム側にて設定ください。

オプションとして利用できますが、情報が不足していても運用上
の問題はございません。
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(25) Amazon Payから購入者に送信されるEメール に表示されるお問い合わせ先

メールアドレスを変更できますか。

Amazon Pay/運用FAQ/30

こちらの項目については、下記のAmazon Pay FAQにてご確認ください。
http://amazonpay-integration.amazon.co.jp/amazonpay-faq/detail.html?id=FAQ-300



「振り込み手続き開始のお知らせ」は、プライマリアカウントのメールアドレスにのみ配信されます。

送付先を変更するにはプライマリアカウントにログインの上、ログインメールアドレスの変更が必要です。

変更方法はセラーセントラルにログインし画面右上の設定＞ログイン設定から変更できます。

(26) 「振り込み手続き開始のお知らせ」メールの送付先は変更できますか？
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(27)Amazon Pay購入者マイページ上の履歴はどのように表示されていますか？

Amazon Pay購入者マイページの詳細下記資料をご参照ください。
https://m.media-

amazon.com/images/G/09/AmazonPayments/LoginAndPayWithAmazonSystemIntegrationFAQAmazonMyPage.pdf
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(28) オーソリ有効期限(30日)が切れました。再オーソリ処理は可能ですか？
注文から180日以内であれば可能です。
オーソリ有効期限が切れた注文に対して売上請求処理を行って頂くことで、再オーソリ処理+売上請求処理が実行されます。

売上請求処理の方法は、(15)オーソリされた注文はどのようにして売上請求するのか？(P19)をご確認ください。
再オーソリを行ないオーソリ処理のステータスがDeclinedになった場合は、
(22)商品を発送してから売上請求したがDeclinedになった。資金回収方法は？(P26)をご確認ください。
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取引データの注文ステータスがClosed状態のときは、
あたらしいオーソリを要求することはできませんが、
存在するオーソリの売上請求処理は許可されます。
返金も許可されています。

APIリファレンス抜粋

(29)定期購入契約より生成された取引データの注文ステータスがClosedですが問題
ないか。
都度購入の場合は、オーソリ処理や請求処理をおこなっても取引データの注文ステータスは通常は「Open」のままです。

定期購入で生成された取引データの注文ステータスは自動的に「Closed」になります。

Amazon Pay/運用FAQ/34



BillingAgreementId列が
定期購入契約IDになります。

AmazonリファレンスIDレポート

Amazon BillingAgreementId列が
定期購入契約IDになります。

定期購入契約レポート
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(30)定期購入契約(BillingAgreementID)の確認方法はありますか。

レポート＞トランザクションレポート＞「AmazonリファレンスID」もしくは「定期購入契約」のレポートより確認が可能です。

(Amazon)BillingAgreementID項目の“B”ではじまるIDになります。



取引詳細ページ

(31)取引管理から定期購入契約(BillingAgreementID)の確認できますか。
定期購入契約(BillingAgreementID)はSellerCentralの取引管理では表示されません。

確認方法はレポートのみとなります。(30)をご参照ください。
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Contact: lpa-jpcontactsales@amazon.co.jp

mailto:lpa-jpcontactsales@amazon.co.jp

