
US Amazon 
セラーアカウント作成 

マニュアル
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必要書類 
・顔付き身分証明証のコピーPDF（カラー） 

・ペイオニア口座情報 

・ペイオニア銀行証明書
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アカウントの作成  

ではいよいよ、Amazonのアカウントを作成しま
す。 

A M A Z O Nアカウントの作成  

Amazon.com 
https://www.amazon.com/ 

まずはこちらにアクセスします。 
画面の一番下にあるメニューの中から「Sell on 

Amazon」をクリックします。 

https://www.amazon.com/




「Sign up」をクリックします。 



「Create your Amazon Account」をクリックします。 



①「Your name」～④「Re-enter password」は 
アルファベットで入力します。 
(記入例)　①Suzuki Taro 

全て入力したら「Next」をクリックします。

①

②

③

④



①

②



①「Legal name」は、法人の場合は法人名を、個人事業の場合はご自身の
名前を入力してください。 
（個人の場合の入力例）　Taro Suzuki 

②「Seller agreement」（利用規約に同意する）のチェックボックスをクリ
ックします。 
全て入力したら「Next」をクリックします。 



①

②

③

④



①「Business address」は、住所を英語表記で入力します。 

住所の英語表記は、「君に届け」（https://kimini.jp/）等の住所変換サイトを利用して調べてください。 

（各枠の記入例）　1-2-3 Shibakoen 

Minatoku 
Tokyo 
「Japan」 

1050011 

②「Choose your unique business display name」にストア名をアルファベットで入力します。 
ストア名はあとで変更も可能です。好きな名前で大丈夫ですが、すでに使われている名前だとエラー表示になり
ます。その場合は別のストア名を入力しましょう。 

③「If you sell your products online, enter your website URL (optional)」は、もし既にオンラインショップを保
有していれば、そのURLを入力します。なければ空欄のままにします。 

④「Select an option to receive a PIN to verify your phone number」は、電話番号の認証のためのPINコードを
受け取る方法として、音声通話を希望する場合は「Call」を、SNS（ショートメッセージ）を希望する場合は
「SNS」を選択します。 

SNSは、携帯電話番号専用のサービスであるため、固定電話のみの方は必ず「Call」を選択してください。 

https://kimini.jp/


④「Select an option to receive a PIN to verify your phone number」で
「Call」を選択すると、画像認証を要求されます。画像内の文字を入力して
「Verify」ボタンをクリックします。

「Call」選択時

認証に成功すると、画像認証部分は消えて、元の画面表示に戻ります。



⑤「Mobile number」は、左端の国旗マークで日本を選択し、右側に電話番号を入力しま
す。この時、電話番号の最初の「0」は記入しません。また、ハイフン（-）は自動的に入
力されるため、自分で入力する必要はありません。 
（記入例）（電話番号が090-1234-5678なら）9012345678 

⑥言語選択（Callを選択した場合は「Phone Verification Language」、SNSを選択した場
合は「SNS Verification Language」と表示されている箇所）は、「Japanese」を選択しま
す。 

⑦PINコード送信要求ボタン（Callを選択した場合は「Call me now」、SNSを選択した場
合は「Text me now」と表示されている箇所）をクリックします。 



④

①

②

③

⑤

⑥

⑦





⑦のボタンをクリックすると、画面表示が変わると共に、電話またはSNS
が着信します。 
（何分か待っても電話やSNSが来ない場合、一旦「Cancel」をクリックし
て元の画面に戻り、電話番号に間違いがないか確認の上、再度⑦のボタン
をクリックしてください。） 

「One-time PIN」に、電話で聞き取った、あるいはSNSに記載されていた
PINコードを入力します。 

入力したら「Verify」をクリックします



認証が完了すると元の画面に戻るので、「Next」をクリックします。



②

①



カードの情報を登録します。 
①の各欄は、カードの情報を、アルファベットで入力します。 
②は、前の画面で入力されている住所か、「Add new address」のいずれかのラジオボタ
ンを選択します。「Add new address」を選択した場合、住所を英語表記で入力します。 

ちなみに、このカードは、Amazonからの請求額（請求名目は大口手数料や返金などで
す）が売上金より多い場合に、その不足分を支払うために使用します。 
このカードの引き落とし処理が止まると、カード情報を更新するまでログインできなくな
ります。 
仕入れのカードとは別で用意し、請求でエラーが出ないようにしておきましょう。 



③

④

⑥

⑤



続いて、出金の時に使用する銀行口座を設定します。 
③「Bank Location」は、「United States」を選択します。 

④「Account Holder's Name」は、Payoneer口座の「受取人名」を入力し
ます。 
⑤「9-Digit Routing Number」は、Payoneer口座の「ルーティング番号
(ABA)」を入力します。 

⑥「Bank Account Number」と「Re-type Bank Account Number」は、
Payoneer口座の「銀行口座番号」を入力します。 

全て入力したら「Next」をクリックします。 



＜参考＞PAYONEERの口座情報の確認方法 

1.PAYONEER（https://www.payoneer.com/ja/）にアクセスして 

サインイン後、「受取り」→「Global Payment Service」をクリック。 

2.表示された画面にて「USD」をクリック。（口座情報が表示される）

https://www.payoneer.com/ja/




税金の設定をします。 
「Start」をクリックします。



画面右上に言語を選択できる場所があるので「日本語」を選択して進めま
す。 



税務情報に関するインタビューに答えていきます。 

①は、各質問について、該当する回答のボタンをクリックします。 

②の各欄は、アルファベットで入力します。（住所の都道府県・市町村の記入順序も、英
語表記の記入順に従います。） 

③「国籍を有する国」は、該当する国名を選択してください。 

④は、郵送先の住所と本籍地の住所が同一であれば、チェックボックスをチェックしてく
ださい。 
全て入力したら「完了」をクリックします。



①

②

③

④



確認画面が表示されるので、内容に誤りがないことを確認の上、「続け
る」ボタンをクリックしてください。 
すると、画面に同意書が表示されます。 

①「IRSの・・・電子署名を行うことで同意します」は、チェックを入れま
す。 

②「署名(氏名を入力)」は、名前をアルファベットで入力します。 
全て入力したら「保存してプレビュー」をクリックします。



②

①



これまでに入力した内容が表示されます。 
「言語を選択」は、「Japanese」を選択します。 



表示内容が日本語に変わるので、内容に間違がないことを確認したら、画
面の一番下にある「フォームを送信する」をクリックします。



「インタビューを終了する」をクリックします。 



アンケートに答えます。 
ここはアンケートなので自分に当てはまると思うものを選べば問題ありま
せん。 
全て回答したら「Next」をクリックします。

該当する方のラジオボタンを選択 
（以降の設問でも同様）



アンケートは続きますが、「Skip for Now」をクリックしてとばすことも
できます。



＜注意＞ 
ここから先の作業では、顔写真付きの身分証明書（パスポートや運転免許
証など）と、PAYONEERの銀行証明書が必要です。 

①「Select country in which your business is located」は、「Japan」を選
択します。 
選択したら「Next」をクリックします。 

①



①

②
③

⑤
④

⑥



①「Identity Information」は、左側で自分の手元にある顔写真付き身分証（パスポートや
運転免許証）を選択し、右側にその身分証の番号を入力します。 

②「Expiration date」は、身分証の有効期限を入力します。 

③「Country of issue」は、「Japan」を選択します。 

④「First nama」は、名前（姓は不要）をアルファベットで入力します。 

⑤「Last neme」は、姓（苗字）をアルファベットで入力します。 

⑥「Date of birth」は、生年月日を入力します。(日・月・西暦の順に、記号などを入れず
連続入力します。) 
＜注意＞この後の画面で、ここで選択した身分証の写真を提出します。入力内容と身分証
の記載内容は、完全に一致させてください。（不一致があるとAmazonの審査に通りませ
ん。） 
全て入力したら「Submit」をクリックします。



①

②
③

⑤
④

⑥



運転免許証（両面用意）



①

パスポート



Uploading Instruction（アップロードする画像についての説明）が表示されるので
「Continue」をクリックします。 

クリックするとファイル選択画面が表示されるので、 
身分証の写真（例えば、前の画面でパスポートを選択したなら、パスポートの、顔写真と
番号のあるページの画像）を選択します。 

次頁の＜身分証の画像に関する注意事項＞を一読の上、画像の準備とアップロードを行っ
てください。 
（画像の選択が完了すると自動的にアップロードされます。） 





＜身分証の画像に関する注意事項＞ 

•アカウント登録で入力した情報と、提出した書類に記載されている情報は、完全に一致し
ていなければなりません。 

•カラーでスキャンしたものか写真撮影した画像を使います。（スクリーンショット不
可。） 

•「Identity document」として運転免許証を選択した場合、表と裏をそれぞれスキャンし、
一枚の画像に加工したものをアップロードします。 

•光の反射のある画像や、文字が鮮明に読み取れない画像は受理されません。 

•身分証は日本語でも問題ありません。 

•画像のサイズは10MB以下にしてください。 

•画像ファイルのフォーマットはpng、tiff、tif、jpg、jpeg、pdfのいずれかを使用してくだ
さい。



②は、「Additional document」（添付書類）の種類を選択します。PAYONEERの銀行証
明書を取得済みであれば、「Bank Account statement」を選択します。 

なければ「Credit card statement」を選択しても構いませんが、その場合、手元にクレジ
ットカードの明細が必要です。 

③をクリックして、②で選択した書類の画像を選択します。次頁の＜添付書類の画像に関
する注意事項＞を一読の上、画像の準備とアップロードを行ってください。（画像の選択
が完了すると自動的にアップロードされます。） 
アップロードが完了したら「Submit」ボタンをクリックします。



PAYONEERの銀行証明書のダウンロード 
（https://www.payoneer.com/ja/）

アクティビティ」の中の「ストアマネージャー」をクリックします。

https://www.payoneer.com/ja/


「新規追加」をクリックします。 



①「受取り口座を選択」、②「ストア情報を追加」、③「銀行口座取引明
細の詳細」を、それぞれAmazonに登録した情報をそっくりそのまま入力
します。 

1文字も間違えず、スペースの位置も合わせて入力します。 

④「Eコマースサイトに接続」は、Amazonに銀行証明書を送りたい段階で
は取れていないと思いますので、「まだこの情報を持っていない」をク
リックして先に進みます。 



①

②

③

④



「証明書をダウンロードする」をクリックすると、 
Amazon提出用の銀行証明書（PDFファイル）がダウンロードできます。



証明書には、口座名義人の情報や口座番号、 
取引明細などが記載されています。 

以上でPayoneerの登録作業は終了です。



②

③

① 
※アップロード後はボタンが消え、証明書の内容が表示されます



しばらく待つと、完了画面が表示されます。 

以上でAmazon.comへの出品者登録は完了です。


