
 
 
 

アマゾン規制や仕入れに使える卸問屋

2件教えます！ 

 販売歴3年半・卸仕入れで月収28万円
の経験者が教えます 
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サービスをご購入いただきありがとうございます！! 
改めまして、在宅で完結できる仕事で生活を支えている「たこ」 と申します 。 
 
旦那さんのお給料だけでは生活が厳しい。何とかして生活に余裕が欲しい！そんな

思いで2016年の10月頃からせどりを始めました。 
 
利益率の高い店舗せどりからはじめた私は、毎日宝探しをしている気分でとても楽

しく取り組んでいたんです。 
 
ですが、第３子妊娠でつわりがひどく、長時間車に乗ったり、店舗を歩き回る店舗

せどりに限界を感じました。 
 
それをきっかけに自宅でできる電脳せどりに取り組むようになり、自宅で完結でき

るせどりに可能性を感じたんです(^^) 
 
「これなら出産後も仕事できる！」そう感じた私はもっとたくさん仕入れることが

できる「卸問屋からの仕入れ」だけでせどりをやってきました。 
 
卸仕入れができるようになってからは在庫管理のしやすさや仕入れ時間の短縮がで

きるようになり、作業時間は減っているものの売り上げは落すことなく販売するこ

とが可能です。 
 
卸仕入れまでには申請などのハードルがあるので、ライバルが少ないように感じて

います。卸やメーカーから月に5～6回の仕入れを行い、月商50～150万円前後、月
収10～28万円前後を稼ぐことができました。 
 
 
 
今回この「amazon販売で出品申請が通らない理由とおすすめの解決方法」のサービ
スを作成した目的は、 
 
 
・amazonの出品規制解除して、ライバルが仕入れられない商品を仕入
れて独占販売したい！ 
・amazonやメーカーからの知的財産侵害及び商標権侵害などで出品の
取り下げのリスクを回避したい 
 

https://xn--v8jva8br0n014x9xwc.com/profile/


そんな方の役に立てる情報を提供し、今後もせどりで売り上げを伸ばしていただき

たいと思い、作成しました。例外なく、私も店舗せどりで仕入れてきた商品が商標

権侵害で連絡が来たことがあります。 
せっかく売り上げが伸びてきているにも関わらず、上記のことがストレスで店舗や

ネットショップからの仕入れをやめました。 
 
卸問屋からの仕入れであれば、amazonの出品規制もメーカーからの知的財産侵害及
び商標権侵害のリスクを恐れる必要はありません。 
 
こちらの教材は、 
 

出品規制に使える卸問屋がわかる 
出品規制解除のために登録すべきサイトがわかる 
請求書の貰い方がわかる 
特典　出品規制に使える卸問屋でのリサーチ動画 
 
以上の内容でお伝えしていきます。 
今すぐできることばかりですので、すぐに行動に起こしてみましょう！ 

カテゴリー出品規制解除に使える卸問屋 
 
amazonの出品規制解除で請求書を発行してもらえる卸問屋さんです。私が実際に解
除できた請求書もこちらの卸問屋さん発行の請求書を使用しました。 
 

カネイシ株式会社（NETSEA,スーパーデリバリー） 
 
カネイシ株式会社　リサーチ動画 
こちらの卸問屋はドラッグストア等々の各種施設向けの卸売サイトです。 
注目していただきたいのはこんな商品です。 

http://oroshi-uri.com/
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZPVGX+8AVORU+32MI+60WN7
https://www.superdelivery.com/
https://youtu.be/cAUH1CNBIe0


 
期間限定でやっているセール品を仕入れることができます。 
リピートで仕入れられるような商品が期間限定で仕入れられる可能性もあるので要

チェックです。 
 
しかし他の参入者が増える場合がありますのでかなり注意が必要です。 
なんですが、カネイシ株式会社さんではこんな表示は要チェックです。

 
これは廃盤になった商品なんです。 
こういった商品はプレ値になりやすい商品がたくさんありますよね。 
ただ、すでに廃盤になっている商品は仕入れることができないので、このような表

示になる前に気が付く必要があります。こういった情報はメルマガに登録しておく

といいです。 
※ちなみに絆創膏は出品申請が必要な商品です。アマゾンのルールを確認すると

「医療サプライ」カテゴリに該当しますので免許などが必要になる場合がありま

す。 



 
 
 
スーパーデリバリーやNETSEAではメルマガ登録できるので登録しておくといち早
く情報が受け取れます。 
 
メルマガ登録の方法はこちらのレポートにまとめてありますので、チェックしてみ

てください。 
↓ 
11128円お得に仕入れできました！卸サイト　NETSEAを使ってメールだけで仕入
れを可能にする方法 
 

ハリマ共和物産　株式会社（NETSEA,スーパーデリバリ－） 
 
ハリマ共和物産　リサーチ動画 
金石衛材さんと同様、日用消耗品を中心に商材を沢山扱っている卸問屋です。 
創業なんと100年以上の老舗卸売問屋さんです。取引メーカー数300社以上。 
そのため商品が沢山あってリサーチが大変です。 
 

https://mailzou.com/get.php?R=107207
https://mailzou.com/get.php?R=107207
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZPVGX+8AVORU+32MI+60WN7
https://www.superdelivery.com/
https://youtu.be/7cTHqYr3NYM


NETSEAでもスーパーデリバリーでも出店されています。NETSEAでは配送料金有
料ですが、スーパーデリバリーでは25000円以上仕入れで送料が無料です。（
2020/6現在） 
 
 

 

 
 
 
ただ、NETSEAではゲリラセール（5％から10％オフ）、クーポンの利用などで
スーパーデリバリーを利用するよりお得になることがあります。 
 
また、特定のメーカーなどのセールを行う時もあります。 



 
 
 
ハリマ共和物産さんの扱っている商材はAmazon直販のものも多く、更に有名メー
カーの商品の扱いも多いため出品者が増加しやすい傾向があります。 
 

 
 
こちらのコットンライナーはNETSEAでクーポンを利用したので送料分は実質無料
で仕入れられました。 



 

 
 
 
販売開始も同時期からです。新しい商品だったため、販売者数も少なく価格競争も

起きていませんでした。 
 



 
 
3個セットの商品で卸値は543円、販売価格は1300円台で利益率20％、利益額258で
販売できていました。ただグラフを見ていただくとわかると思うのですが、6～7月
から販売者数の増加しています。 
 
今では販売価格が1000円前後と利益がでないです。この商品なんですが、実は他に
も商品ページがあるんです。 
 

 
 
販売者数が増えたときの対処法は、 



 
・価格を下げる 
 
これが一番簡単で手っ取り早い対処法なのですが、このようにバリエーションがあ

る商品の場合は他の販売ページに出品することもできます。 
 
販売者数が増えたときだけでなく、バリエーションのある商品は多数の販売ページ

で販売することも可能です。 
 
 
以上、2つの卸問屋をご紹介しました。 
ご紹介した卸問屋には、食品の取り扱いや有名メーカーの商品も豊富に取り扱いがあるので

ぜひ参考にしてみてくださいね。 
 
次の章では、実際に仕入れて決済するときのポイントをお伝えします。 
 

卸サイトのカート内で決済 
いよいよ仕入れしてみましょう。 
卸問屋で商品を仕入れするのは、インターネットでお買い物をするのと一緒です。 
 
ここではNETSEAの卸カートの使い方についてご説明していきますね。 
 
ポイントとしては、 
 
●送料無料にならないか？ 
●使用できるクーポンはないか？ 
 
などを確認しましょう。 

 
 
●発送先の住所に間違いがないか？ 
●支払の方法は確認したか？ 



こんなところを確認しましょう。 

 
 
最後に「備考」の欄にも入力しましょう。 

ここは特に入力する必要なないのですが、あいさつってすごく大事です。 
担当者の方が確認するところなので、丁寧にあいさつを入力します。 
 
初めて仕入れるときに、 
 
「お世話になっております」 
「いつもお世話になっております」 
 
とかって使いづらいんですよね。 
 
私は初めて取引させてもらう卸問屋さんには「お世話になります」と入力していま

す。 
 
この部分は必須ではないですが、卸問屋さんとスムーズな取引ができるようにやっ

ています。併せて、備考欄で請求書の発行もお願いしましょう。 
 
確定申告などでも必要になり、納品時の確認にも必要なので、請求書・納品書・領

収書の発行は毎回のタスクにしておくのがおすすめです。 



出品規制対応 
この教材ではamazonの出品規制解除ができるであろう卸問屋を紹介してきました
が、おさらいとしてamazonの出品規制やamazonのルールについて少し開設させて
いただきます。 

Amazonの出品規制とは 
Amazonでは販売できる商品と販売できない商品があります。 
出品には様々なAmazon独自のルールに基づいて出品することができます。 

 
Amazon　ヘルプページ　制限対象商品 
 
Amazonではお客様に安全にショッピングを楽しんでもらうためにセラーが出品で
きる商品を規制していますね。どんな人に規制がかかっているかというと、最近せ

どりを始めたばかりの若いアカウントに多いようです。 
 
 
そもそも出品が禁止されている商品もあれば、申請をすれば出品できるものもあり

ます。 
 
年々出品制限が複雑になり、ネットでも様々な情報があります。また、セラー毎に

カテゴリーの制限が作られているようです。 
 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/200164330?language=ja-JP&ref=mpbc_1085374_cont_200164330


ですがAmazonは何の前触れもなくルールの改定をします。 
今できることは明日、今日、できなくなることもあります。 
 
ですのでAmazonからのメール、セラーセントラルのお知らせなどよく確認してお
く必要があります。 
 
そのためここではどのカテゴリー、どのブランドに出品制限がかかっているかは割

愛させていただきます。(Amazon　出品規制などで検索すると出できます。） 
 
ではどんなことに気を付ければよいのか？ 
卸仕入れではどんなことができるのか、ということをお伝えします。 

 

Amazon出品規制　卸仕入れは出品規制は解除しやすい 
出品規制を申請し解除するには大口出品者であることが条件となります。 
 
次の章でもお話ししますが、 
 
「商品の購入に対してメーカーまたは卸業者が発行した請求書1通以上」 
「 商品の販売を許可するブランドからの書類1通」 
 
いずれかが必要です。 
卸問屋からの仕入れであれば、請求書などは発行してもらえます。 
 
ただ、これはあくまでメーカー・ブランドの出品規制のお話です。カテゴリーの解

除できないものもあるので注意が必要です。 
 
出品規制ではセラーそれぞれの販売実績（そのメーカーやブランドを販売したこと

の有無、カテゴリーは申請許可が下りているか否かなど）によってAmazonが取り
決めているようです。 
 
また、仮説ですが（amazonのルールはamazonしかわからないので仮説という言葉
を使わせていただきました）amazonで出品規制解除に使える請求書は、ネット上の
取引だけでない卸問屋と言えそうです。 
 
Amazon規制「外用剤」・「食品」カテゴリを確実に解除できる方法。ビックカメ
ラの請求書では解除不可能です！ 
 
↑私の記事をご紹介いただいた、上記の記事でもあるようにNETSEAやスーパーデリ
バリーに出展中の卸問屋から請求書を請求して申請することは可能です。 

https://note.com/shibatami/n/n0625fd6d3e0e#rxHQPd/notes/n0625fd6d3e0e%22%20style=%22border:%200;%20display:%20block;%20max-width:%2099%;%20width:%20494px;%20padding:%200px;%20margin:%2010px%200px;%20position:%20static;%20visibility:%20visible;%22%20height=%22400%22%3E%3C/iframe%3E%3Cscript%20async%20src=%22https://note.com/scripts/embed.js%22%20charset=%22utf-8%22%3E%3C/script%3E
https://note.com/shibatami/n/n0625fd6d3e0e#rxHQPd/notes/n0625fd6d3e0e%22%20style=%22border:%200;%20display:%20block;%20max-width:%2099%;%20width:%20494px;%20padding:%200px;%20margin:%2010px%200px;%20position:%20static;%20visibility:%20visible;%22%20height=%22400%22%3E%3C/iframe%3E%3Cscript%20async%20src=%22https://note.com/scripts/embed.js%22%20charset=%22utf-8%22%3E%3C/script%3E


 

amazon販売で出品申請が通らない時の対処法 

申請が通らないと出品ができないのは販売のロスになってしまい、何としても申請

を通したいものですよね。 

この章では申請を通す簡単な方法と申請が通らなかった時の対処法をお話ししてい

きます。 

amazonの出品申請を通して販売できるようにする 

出品申請が必要な商品は書類の提出で出品が可能になります。 

提出が必要な書類は、 

● 商品の購入に対してメーカーまたは卸業者が発行した請求書1通以

上 

● 商品の販売を許可するブランドからの書類1通 

以上の2種類です。申請に必要な書類に関しても、メーカー、ブランド、カテゴ

リー、セラーアカウントごとに条件が違うので注意が必要ですよ。 



 

 

出品申請を通過させるために最も用意しやすいのは、 

「商品の購入に対してメーカーまたは卸業者が発行した請求書1通以上」 

を用意することです。 

請求書を発行して申請する場合は、 

● 申請日より〇日以内 

● 出品者の名前と住所が含まれている 

● メーカーまたは卸業者の名前と住所が含まれている 

● 合計〇点以上の購入を表示 

● 価格情報を省略(任意) 

● 商品またはパッケージの画像 



● Amazonが申請時に通知された企業に連絡する場合がある 

上記の条件を満たした請求書が必要になります。 

私の場合は、出品申請の際はNETSEA（ネッシー） から請求書を発行して貰いまし

た。 

 

この請求書はNETSEAの卸問屋に請求書を発行して貰って、2017年に実際に

Amazonへ提出したものです。 

2017年はAmazonの出品規制ラッシュでした。 

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZPVGX+8AVORU+32MI+60WN7
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2ZPVGX+8AVORU+32MI+60WN7


● ドラッグカテゴリー 

● 食品＆飲料 

以上のカテゴリーは請求書の提出が必須でした。 

で、一発通過しなかったです(;^ω^) 

 

原因は、その時気が付かなかったんですが、請求書に卸問屋さんの連絡先がなかっ

たんですよね( ；∀；)（塗りつぶして提出してしまっていました） 

求められている条件を満たせていなかったんです。 

審査結果については、 



「審査基準、審査内容、審査結果の理由はお問合せいただきまして

もご案内いたしかねます」 

ということなので、何が原因か自分で調べることになります。しかし、しっかり事

前に条件を満たした請求書を用意できれば、何が原因で申請が通らないかがわかり

ますね。 

請求書を発行して貰う時は、 

● 申請日より〇日以内 

● 出品者の名前と住所が含まれている 

● メーカーまたは卸業者の名前と住所が含まれている 

● 合計〇点以上の購入を表示 

● 価格情報を省略(任意) 

● Amazonが申請時に通知された企業に連絡する場合がある 

● 商品またはパッケージの画像 

以上の条件を満たしているものを発行して貰いましょう。 

また、よくある条件を満たしていない例として、仕入れた商品の表示方法に注意し

てください。 

例えば、以下のような請求書では審査に通過することができませんでした。 



 

この請求書のを見ていただくと、実際の商品数は240個なのですが、発注数は1点と

カウントされています。アマゾンが提示している請求書の条件は、発注数が〇点以

上になっているので申請できなかったようです。 

その後、この請求書を発行しなおしてもらい、表示方法(上の請求書で言うと、数量

の表示方法)を変更して提出、申請しなおしたら通過できました。(2020年12月時点) 



amazonの出品申請がどうしても通らない時 

申請が必要な商品を仕入れてしまった時は、返品ができなければ自分の在庫になっ

てしまいます。amazonで売れないからと言って在庫を放置すると、キャッシュフ

ローが悪化してしまいますよね。 

amazonでは販売でいない時のためにも、amazonとは別の換金先を作っておくのが

おススメです。すぐに換金できるのは、買取店に買い取ってもらって現金化するの

がおススメです。 

 今は買取店にわざわざ持って行かなくても、発送するだけで買い取ってもらえるの

で便利ですよね。 

  

しかし、同じ商品を複数仕入れてしまっている場合は、買取店では買い取ってくれ

ない場合もあります。 

  

そんな時はやはりフリマサイトで売るのがおススメです。一番おすすめなフリマサ

イトは「メルカリ」です。 

 

メルカリは業績が悪化していて売れないのでは？と思っていらっしゃる方も多いか

もしれませんが、メルカリはユーザー数が2216万人（2019年4月時点）。 



ラクマは1115万人（2019年4月）、PayPayフリマはダウンロード数が200万人（

2019年12月）メルカリは他のフリマアプリと比較しても多くの利用者がいますね。

私もかなりお世話になっています！ 

 

  

 

販売のやり方も自由度が高いので、複数セットで販売できれば発送料なども経費を

抑えることが可能ですよね。メルカリに新規で登録する場合は、クーポンコードの

入力で500円分のポイントが入るので、入力してから登録しましょう。 

 クーポンコード⇒PJNMNC 

コピペしてクーポンコードに入力してくださいね。 

参考記事：amazon販売で出品申請が通らない理由とおすすめの解決方法をご紹介し

ます 

https://xn--v8jva8br0n014x9xwc.com/registration/
https://xn--v8jva8br0n014x9xwc.com/registration/


 
 

 

 
 
 
 
 
 

Amazon出品規制　卸仕入れで仕入れ前にやるべ
きこと 
 
卸仕入れでは請求書がもらえますが、中にはカテゴリーの出品制限は解除できない

ものもあります。仕入れしたのに出品できない！なんてことはできるだけ避けたい

ものです。 
 
ここでは仕入れる前に出品できるかを確認する方法と出品規制の解除をするための

申請の方法を見ていきましょう。 

出品規制商品の確認方法 
 
出品規制であるかは商品を登録する際にわかります。商品登録をしなくても仕入れ

る前に必ず商品登録ページで規制がかかっているか確認してみましょう。 
 
ブランドの商品規制確認方法 
セラーセントラルの「カタログ」→「商品登録」をクリックします。 
 



 
 
このように「出品許可の申請」の青いボタンが出ると規制がかかっています。制限

のかかっていない商品は「商品を登録」というボタンが出て、商品の登録ができま

す。 
 
 

カテゴリーの出品規制確認方法 
カテゴリーの商品規制の確認方法も「商品登録」をすることで確認できます。 
 

 



カテゴリーは出品規制がかかっていると「利用できません」や「出品許可を申請」

と表示されます。 

出品規制商品の申請方法 
次は出品規制商品の申請についてお話しします。 
 
事前準備として、請求書をPCなどに保存しておきましょう。出品規制商品の確認方
法で行った手順で、商品登録画面で「出品許可を申請」をクリックです。 
 

 
 
 

 
 
 



「商品の購入に対してメーカーまたは卸業者が発行した請求書1通以上」にチェック
を入れて連絡先などの入力をします。請求書の添付が求められるので事前に準備し

ておいた請求書の画像を添付して申請完了です。 
 
 
 

大手メーカーの規制を解除したい 
 
各メーカーの出品についても規制がありますよね。 
誰もが知っている有名な「バンダイ」などのおもちゃメーカー、解除したいですよ

ね。しかしながら、1商品解除できても、他の商品は出品出来なかった！なんてこと
もあるようです。 
 
どうしても解除できない商品を誤って仕入れてしまった場合は、 
 
・卸問屋に返品できるか問い合わせてみる 
 
事をしてみましょう。 
NETSEAの場合は、商品ページの「この商品について問い合わせ」から、返品でき
るか問い合わせてみましょう。 
 

 
 
 
私の場合で言うと、某有名下着メーカーは規制なしだと思い、肌着をバンバン仕入

れていたら、一部商品出品規制解除できませんでした。 
 
出品規制解除できない場合の対応は、他のプラットホームで販売するしかありませ

ん。こういった場合は、卸問屋が返品に対応できるかも検討しましょう。 
 
 



まとめ 
こちらの教材では、 
 

出品規制に使える卸問屋がわかる 
出品規制解除のために登録すべきサイトがわかる 
請求書の貰い方がわかる 
特典　出品規制に使える卸問屋でのリサーチ動画 
 
以上の内容でお伝えしてきました。 
 
今回は、出品申請が通らない時の対応策として卸問屋をご紹介しましたが、

NETSEAやスーパーデリバリーって結構仕入れできるんです。 
 
NETSEAは会員登録してリサーチしてみたけど、amazonの方が安いじゃん！って
思っている方もいらっしゃるのでは？そう思ってリサーチや仕入れしてないセラー

も結構いらっしゃいます。 
 
実は、仕入れができる卸問屋とできない卸問屋があるのです！ 
しかし、卸問屋の商品情報って毎日新しい商品が何千個も掲載されているんですよ

ね汗 
そこから、優良な卸問屋を探し出すのは至難の業です。 
そこで、私が仕入れて利益が出たことのある商品や卸問屋の情報をまとめた教材も

販売を予定していますので、興味のある方はぜひ検討してみてください。 
 
 
また、私のブログでも卸問屋の情報やamazon販売について解説しています。 
 
 
スーパーデリバリーの口コミは？実際の体験をもとにせどりでの実用性

を解説！ 
 https://xn--v8jva8br0n014x9xwc.com/super-delivery/ 
 
↓ 
スーパーデリバリーなどの卸サイトの審査通過の事例やスーパーデリバ

リーの卸問屋も紹介しています。 
https://coconala.com/services/1299325  

https://xn--v8jva8br0n014x9xwc.com/super-delivery/


 
 
amazon販売で出品申請が通らない理由とおすすめの解決方法をご紹介
します 
https://xn--v8jva8br0n014x9xwc.com/registration/ 
 
 
 
以上の記事もお役立てください。 
今後のご発展をお祈りしております！！ 
 
 
お問い合わせ：https://xn--v8jva8br0n014x9xwc.com 
 
LINE講座：https://line.me/R/ti/p/@aby1044x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://xn--v8jva8br0n014x9xwc.com/registration/
https://xn--v8jva8br0n014x9xwc.com/
https://line.me/R/ti/p/@aby1044x

