
危険物における
FBAのご利用マニュアル

※本資料は2019年2月現在の情報です。
内容は事前の告知なく変更される可能性がありますのでご了承ください

マニュアルURL
http://s3.amazonaws.com/JP_AM/doc/FBA/FBA_Hazmat.pdf

※重大なルール違反、もしくは度重なる危険物の納品不備を起こされた場合などは、
その後のFBAでの危険物の取り扱いをお断りする場合がございます。

http://s3.amazonaws.com/JP_AM/doc/FBA/FBA_Hazmat.pdf


１．危険物に該当する商品とは？

■消防法、国際航空運送協会(IATA)によって危険物として輸送が規制されている商品をアマ
ゾンでは危険物としています（リチウム電池単体またはリチウム電池を含む商品を除く）

■主に「危険物」に該当する条件

・ 商品またはパッケージに、「腐食性」、「可燃性」、「刺激性」、「有害性」、「環境に有害」、「有
毒」、「限定量」、「危険」、「まぜるな危険」などの警告が示されている
・ 引火点が250℃以下
・ スプレー缶に入っている
・ 圧縮されたガスである

■具体的にどのような商品が該当するかについては、こちらのヘルプページもご参照ください。
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/G200525640

Amazonでは、フルフィルメントセンターの在庫を定期的に調査し、危険物に分類された商品が適切に識
別されているかどうかを判断していますが、納品する商品が危険物として規制されているかどうかを確認し
ていただくのは、出品者様の責任です。この資料はあくまでも参照用資料です。

2

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/G200525640


１．危険物に該当する商品とは？

■国際航空運送協会(IATA)によって危険物として輸送が規制されている商品の例

分類区分 特性 商材例

1 爆発物・火薬類 花火・クラッカー・発煙筒・爆竹

2.1 引火性ガス ガス入りライター・引火性エアゾール類、小型燃料ガスボンベ、カセットコンロ用ガス

2.2 非引火性ガス
酸素・炭酸・エアガンガス・ヘリウムなどの圧縮ガス、消火器、液体窒素、ダイビング用ボンベ・ソーダストリ
ームのカートリッジ

3 引火性液体

オイルライター、ペイント類、ネイルグッズ、香水、接着剤、ガソリンアルコール、印刷用インク、香料、灯
油、アロマオイル、アルコールやグリセリン、精油などの引火性液体を原料に使用した、消毒液や化粧品、
一部のヘアオイル

4.1 可燃性物質 マッチ・カルシウム・マグネシウム・着火剤・活性炭・ピンポン玉・アルコールタイプのウェットティッシュ

5.1 酸化性物質 漂白剤・小型酸素発生器・過酸化水素水を含む育毛剤

6.1 毒物類 殺虫剤・農薬・消毒剤・バクテリア・ウィルス・蚊取り線香

7 放射線物質 ウラン鉱石・イオン化式煙探知機・右のマークがついている商品

8 腐食性物質 カーバッテリー・一部の洗剤・台所用漂白剤・水銀・硫酸・酢酸・チオ尿酸

9 その他 エンジン・強い磁石・電動自転車
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危険物に該当する商品かを確認する方法
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以下の検索ウィンドウに、「危険物」と入力し、検索をボタンを押下する

ASINの検索にチェックを入れて、次へを押下する。
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危険物に該当する商品かを確認する方法

対象のASINを入力し、「ステータスを確認する」ボタンを押下する。

危険物の該否の結果が
表示されます。

表示されるメッセージの内容詳細については
次ページ参照。



危険物に該当する商品かを確認する方法

表示されるメッセージの内容詳細

表示メッセージ 必要な対応

この商品は危険物です 商品は危険物に該当するので、所定のルールに従って納品作業を進めてください。

この商品は危険物ではありません 商品は危険物に該当しないため、通常商品として納品可能です。

追加情報が必要です

次の2パターンの場合があるので、それぞれの内容に沿って対応をお願い致します。(詳細は次ページ参照)

① 電池情報不足による、危険物審査保留のため、審査に使用する電池に関する製品情報確認シートを提出
してください。

② 製品情報不足による、危険物審査保留のため、審査に使用する安全データシートを提出してください。

メッセージが何も表示されていない場合
危険物審査中につき、審査完了まで4営業日お待ちください。4営業日経過後も審査が完了しない場合は
テクニカルサポートまでご連絡ください。
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危険物に該当する商品かを確認する方法

パターン① パターン②

電池情報の不足により、危険物審査が行えません。
電池に関する製品情報確認シートに必要情報を入力
し、署名の上所定のリンクよりアップロードしてください。

製品情報の不足により、危険物審査が行えません。
安全データシート(SDS - Safety Data Sheet)また
は製品情報確認シートに必要情報を入力し、署名の上
所定のリンクよりアップロードしてください。

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201371860
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/fba/material-safety-data-sheet/index.html/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/fba/material-safety-data-sheet/index.html/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/fba/material-safety-data-sheet/index.html/


２．FBAでは取り扱えない危険物 1/2

必ずご確認ください。誤ってFCへ納品された場合は重大な納品不備として扱います。

分類区分 特性 取り扱い不可の商材 取り扱い禁止の商品例

1 爆発物・火薬類 この分類の商材すべて
花火、パーテイークラッカー、発煙筒、爆
竹

2.1
2.2

引火性ガス
非引火性ガス

・下記の圧縮ガスを含む商品のうち、
＜LPG. 液化（石油）ガス・窒素ガス・炭酸ガス＞
商品自体の大きさが１L（1000立方センチメートル）を
超える商品もしくは商品の容量が１L以下でも、摂氏35
度の環境において、ガスの圧力が0.8MPa以上の商品

※セット商品の場合は、ASIN単位ではなく、セットのなか
の個々のパッケージ（１缶など）あたりのサイズで確認を
してください

ヘリウムなどの圧縮ガス、消火器、ダイビ
ング用ボンベ、炭酸水用の炭酸ガスカー
トリッジなど

3 引火性液体

・主成分としてエタノールを含む商品(例：香水)で重量
(容量)が1kg以上の商品
・主成分としてアルコールを含む商品で重量(容量)が１
kg以上の商品
・主成分としてイソドデケンを含む化粧品で重量(容量)
が1kg以上の商品
・マニキュア・ペンキなどの塗料とみなされる類のもの→重
量(容量)が５kg以上の商品

業務用の消毒用アルコール、ペンキ、メタ
ノール(純正)など
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２．FBAでは取り扱えない危険物 2/2

必ずご確認ください。誤ってFCへ納品された場合は重大な納品不備として扱います。

分類区分 特性 取り扱い不可の商材 取り扱い禁止の商品例

6.1 毒物類

・毒物および劇物取締法(毒劇法)による規
制の対象商品
・動植物に該当する商品（FBA禁止商品）

過酸化水素水(6%以上)、ヒ素、クロ
ロホルム、バクテリア、ウィルス

7 放射線物質 この分類の商材すべて
ウラン鉱石・ガイガーカウンターのテスト
用の物質・一部の種類の煙感知器
（イオン化式感知器）

8 腐食性物質
・カーバッテリー
・水銀

開放式、密閉式カーバッテリー
水銀式体温計、水銀式温度計

9 その他
・環境有害物質
・内燃機関

エンジン・強い磁石
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3. 通常のFBAと異なる点

■FBAパートナーキャリアサービスの利用不可

■引火性液体にあたる商品は、事前に申請が必要（P29参照）

引火性液体以外の商品は事前申請なくお取り扱いいただけます。引火性液体については消防法の規制で特別なエリア
を設けて管理しているため、事前申請が必須です。また、在庫の上限数を設定します。

■引火性液体の納品先は狭山FC(HND2),小田原FC（FSZ1)のみ

通常のFBAとは一部運用が異なりますのでご注意ください。
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引火性液体にあたる商品の一例はP35参照



3. 通常のFBAと異なる点

＜Amazon狭山倉庫（HND2）への納品のみ＞

■パレットを利用した納品不可

■マルチチャネルサービスでの無地箱ダンボールの利用不可

マルチチャネルサービスは利用できますが、「無地ダンボール箱のリクエスト」をしていても、通常のアマゾンのロゴ入りの箱で
発送されますのでご了承ください。

通常のFBAとは一部運用が異なりますのでご注意ください。
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4. FBAで危険物を取り扱うには

FBAで危険物を取り扱う場合には、本マニュアルをご一読いただいたのち、下記のフォームより申請いただくようお願いいた
します。
https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_aW4uUATU1wdk2W1

申請を受けてから設定完了までに、1週間ほどお時間をいただいております。
設定完了後にE-mailにてご連絡をいたします。

なお、FBA危険物の出品は大口出品者様のみとなりますので、あらかじめご了承ください。
ご不明な点がありましたら、テクニカルサポートまでお問い合せください。
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https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_aW4uUATU1wdk2W1


5.危険物を納品する際のルールと注意点

FBAの通常の納品ルールに加え、下記のルールを守ってご納品ください。ルールが守られていない場合、受
領ができず出品者様負担で返送される場合があります。度重なる危険物の納品不備や重大な納品不備
が確認された場合などは、危険物のFBAが利用できなくなることがあります。
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■輸送箱の側面に次ページのラベルを貼付
A5サイズ以上で貼付してください。複数箱での納品の場合はすべての輸送箱に貼付してください。
シートの張り忘れは重大な納品不備となります。

■納品できるサイズは小型サイズと標準サイズのみ
「大型」に区分される商品は納品できません。

■通常商品との同梱をしない
該当する商品は他の通常商品と分けて納品プランを作成し、輸送箱も分けてください。

■混合在庫での納品は不可
全ての商品に商品ラベルを貼付してください。混合在庫(JANコード納品)での納品はできません。
(ラベル貼付の際は、ラベル貼付サービスをご利用いただくことも可能です。)

■引火性液体にあたる商品は、事前に申請が必要（P35参照）
引火性液体以外の商品は事前申請なくお取り扱いいただけます。引火性液体については消防法の規制で特別な
エリアを設けて管理しているため、事前申請が必須です。また、在庫の上限数を設定します。



【FBA】

危険物 在中

※このシートはA5以上で印刷してください
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6.商品登録を行う際に必要な手続き
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セラーセントラル上で新たにASINを作成する際や、出品者出荷からAmazon出荷に変換を行う際は、
出品するASINが危険物に該当するかどうか詳細情報を入力する必要があります。

Step1) 在庫管理画面から、FBAで出品したいASINを選択し、出品者出荷からAmazon出荷に変換を行います。



6.商品登録を行う際に必要な手続き
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クリック!

Step2) 以下画面の危険物情報を追加のリンクをクリックします。



6.商品登録を行う際に必要な手続き
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Step3) 質問に対して該当する回答をそれぞれ選択肢から選んでください。電池が含まれる商品の場合、’はい’を選択すると
詳細情報を回答するための更なる質問が表示されます。

なお‘いいえ’を選択した場合は、質問は表示ないため入力の必要はありませんので、Step4)に進みます。



6.商品登録を行う際に必要な手続き
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該当する
電池の組成を選択

該当する
電池の種類・サイズを選

択



6.商品登録を行う際に必要な手続き
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含有する電池の数を入力



6.商品登録を行う際に必要な手続き
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Step4) 製品規制情報についての質問に回答してください。製品規制情報とは、出品する商品が危険物に該当するかどうか
を確認するためのものです。出品する商品が危険物に該当する場合は’はい’を選択し、詳細情報を回答するための
更なる質問が表示されますので、回答してください。
なお‘いいえ’や‘不明’を選択した場合は質問は表示ないため、入力の必要はありませんので送信ボタンを押して
変換を完了してください。

該当するものを選択



6.商品登録を行う際に必要な手続き
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Step5) 適用される危険物の種類を選択してください。選択した回答によって、その後に表示される質問の内容が異なります。

該当するものを選択



6.商品登録を行う際に必要な手続き

22

‘保管’を選択した場合の質問内容

安全データシート(SDS)のURLについては、メーカーホームページなどから取得が可能です。
取得できない場合は、直接メーカーや仕入れ先にご確認の上取得してください。



6.商品登録を行う際に必要な手続き
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‘廃棄’を選択した場合の質問内容

安全データシート(SDS)のURLについては、メーカーホームページなどから取得が可能です。
取得できない場合は、直接メーカーや仕入れ先にご確認の上取得してください。



6.商品登録を行う際に必要な手続き
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‘廃棄’を選択した場合の質問内容

安全データシート(SDS)のURLについては、メーカーホームページなどから取得が可能です。
取得できない場合は、直接メーカーや仕入れ先にご確認の上取得してください。



6.商品登録を行う際に必要な手続き
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‘配送’を選択した場合の質問内容

安全データシート(SDS)および国連(UN)番号については、メーカーホームページなどから取得が可能です。
取得できない場合は、直接メーカーや仕入れ先にご確認の上取得してください。



6.商品登録を行う際に必要な手続き
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‘危険物ラベル’を選択した場合の質問内容

該当するものを選
択

安全データシート(SDS)のURLについては、
メーカーホームページなどから取得が可能です。
取得できない場合は、直接メーカーや

仕入れ先にご確認の上取得してください。



6.商品登録を行う際に必要な手続き
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‘その他’を選択した場合の質問内容

安全データシート(SDS)のURLについては、メーカーホームページなどから取得が可能です。
取得できない場合は、直接メーカーや仕入れ先にご確認の上取得してください。



6.商品登録を行う際に必要な手続き
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Step6) すべての情報入力が完了したら送信ボタンを押してください。
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「引火性液体」の納品を希望される場合には、事前に申請が必要です。
（特別なエリアで管理が必要であるため、納品数に上限を設けております）

引火性液体の例：オイルライター、ペイント類、ネイルグッズ、香水、接着剤、ガソリンアルコール、印刷用インク、香料、灯油、
アロマオイル、アルコールやグリセリン、精油などの引火性液体を原料に使用した、消毒液や化粧品、一部のヘアオイル

■申請方法
下記の申請フォームにアクセスの上、以下の必要情報を入力の上申請を完了してください。
https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_2bHMipWnZMHElcF

＜入力が必要な情報＞
1) 取り扱いを希望するASIN
2) ASINタイトル
3) 直近30日間の販売個数（自社出荷とFBAの合計。未販売の場合は予想の数値を入れてください）

下記リンクからもExcelの申請用フォーマットをダウンロードいただくことが可能です。
https://s3.amazonaws.com/JP_AM/doc/FBA/FBA_Hazmat_Request_201710.xlsm

エクセルが利用できない場合には、下記の申請フォームにアクセスのうえ、申請ください。
https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YkoeoxZo1paW9f

⇒申請方法の詳細は次のページからご確認ください。

6. 危険物を納品される前に必要な申請

引火性液体にあたる商品の一例はP35参照

https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_2bHMipWnZMHElcF
https://s3.amazonaws.com/JP_AM/doc/FBA/FBA_Hazmat_Request_201710.xlsm
https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YkoeoxZo1paW9f
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6. 危険物を納品される前に必要な申請

下記の申請フォームにアクセスの上、以下の必要情報を入力の上申請を完了してください。
https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_2bHMipWnZMHElcF

1

2

3

4

① 出品者トークンIⅮを入力
② Amazonの店舗名の正式名称を入力
③ 記載のリンクから申請フォームをダウンロードする
④ 申請フォームをアップロードする
⑤ 申請フォームに必要な情報がすべて記入されて

いることを確認し、‘はい’ または ‘いいえ’を選択する

5

https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_2bHMipWnZMHElcF
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6. 危険物を納品される前に必要な申請

記入が必要な項目：
出品者トークンID: セラーセントラルより確認した出品者トークンIDを入力します。
店舗名：Amazonでの店舗名を正式名称で入力します。
申請内容：新規の取り扱い希望か、既存の納品数量枠の変更希望か、申請する内容をドロップダウン
リストより選択します。
ASIN：納品を希望するASINを入力します。
商品名：納品を希望する商品名を入力します。
過去30日間の販売個数：直近30日間の販売個数を入力します。（自社出荷とFBAの合計販売個
数を入力。未販売の場合は予想の数値を入れてください。）

過去一度もFBAで取り扱ったことがないASINを申請する場合は、新規取扱い申請を選択。
過去に事前申請済みのASINで、納品数量枠の変更を希望する場合は、既存枠数量変更を選択。
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エクセルが利用できない場合には、下記の申請フォームにアクセスのうえ、申請ください。
https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YkoeoxZo1paW9f

① 出品者トークンIⅮを入力
② Amazonの店舗名の正式名称を入力
③ 申請するASIN数を選択

ASIN情報の入力に進みます。

1

2

3

https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YkoeoxZo1paW9f
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4

5

6

④ 納品を希望するASINを入力します。
⑤ 納品を希望する商品名を入力します。
⑥ 直近30日間の販売個数を入力します。
（自社出荷とFBAの合計販売個数を入力。
未販売の場合は予想の数値を入れてくださ
い。）

ASIN情報を入力します。
※2ASIN以上の申請をされる場合、次ページ以降で同様にASIN情報の入力画面が表示されます。

申請を続ける場合は次の画面に進みます。
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該当ASINに「有効な出品情報がありません」のエラーが出ていないことを確認します。
エラーが出ている場合はエラーの原因を解消のうえ、改めて申請ください。
エラーが出ている場合の対応方法はこちら

【→】をクリックしますと申請が完了します。

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=G200252930&


35

※下記は一例となります。各商品の引火性液体成分の含有量等により、危険物の分類区分が異なる場合があります。
商品が引火性液体に該当するか不明な場合は、事前にメーカー及びテクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

引火性液体にあたる商品の一例

油性染料インク 一部のヘアオイル アルコールなどの引火性液体を原料に使用した消毒液や化粧品

マニキュア・ネイルグッズ 香水


