
出品支援代行サービス



Amazonストック卸

ハイブランド卸

買取

提携倉庫

商品受け取り

受け取り・検品
卸の提供元から直接倉庫に納品が可能。 
商品受け取り後は検品、管理用ラベル貼り付けなど必要な情報をあなたに代わって記録します。

検品

管理用ラベル貼り付け

簡易スペック作成

商品マスター登録

50円/点

80円/点

※掲載価格は税抜きです



Amazonストック卸

ハイブランド卸

買取

提携倉庫

商品受け取り

写真撮影

採寸・説明文作成

保管

梱包・発送

購入者様直送OK!

直送OK!

出品支援代行サービス
商品買い付け先からの直接納品はもちろん、 
出品に必要な「写真撮影」「採寸」「商品説明文作成」「保管」「梱包発送」を専用倉庫があなたに代わって行います



付加サービス



写真撮影

■商品撮影例

プロの撮影スタジオで、商品一点一点を撮影します。 
カメラマンは楽天市場やYahoo!ショッピングの商材撮影も行うプロカメラマンです。 

適切な照明、高価なカメラを使い多数の検索結果の中からクリックにつながる 
商品写真を撮影致します。 

作業費用：300円(5カット以内)/点

※参考画像※

※掲載価格は税抜きです



商品説明文作成

商品の出品には、単純な仕様だけでなく 
「この商品が欲しい！」と思っていただくための 
”商品説明文”が非常に重要です。 

一般的には倉庫業者に商品を預けてしまうと現物を 
確認することが出来ないため、詳細な情報を記載することは 
難しいですが、本サービスではあなたに代わって 

商品説明文を作成致します。 

文章は季節に合わせた内容を盛り込むなど、 
実際に販売につながる情報を「150文字」以内で作成します。 

もちろん、文章をご自身でより魅力的に改修していただくこと 
も出来ますので、販売促進のベースにご利用ください。 

作業費用：300円

※掲載価格は税抜きです



採寸

バッグ、洋服などのアパレル商材の 
採寸箇所は商品に合わせて”最大5箇所”まで計測致します。 

写真だけでは伝わりにくい、実際の商品サイズを説明文に記載出来ますので、 
商品ページにより正確な情報を記載することが可能です。 

作業費用：200円

※掲載価格は税抜きです



配送料



梱包・発送

熊本県 福岡県 徳島県 鳥取県 滋賀県 富山県 岐阜県 新潟県 茨城県 宮城県 青森県 北海道

宮崎県 佐賀県 香川県 島根県 京都府 石川県 静岡県 長野県 栃木県 山形県 岩手県

鹿児島県 長崎県 愛媛県 岡山県 大阪府 福井県 愛知県 群馬県 福島県 秋田県

大分県 高知県 広島県 兵庫県 三重県 埼玉県

山口県 奈良県 千葉県

和歌山県 東京都

神奈川県

山梨県

サイズ
60 658 646 620 620 570 570 557 582 595 633 671 759
80 722 696 658 671 595 608 582 620 633 696 747 861
100 823 785 734 747 646 658 620 684 709 785 886 1050
140 1076 1025 949 975 785 835 747 886 911 1038 1202 1481
160 1443 1367 1253 1291 1025 1114 987 1190 1101 1379 1632 2024

■発送先別送料一覧

※別途梱包資材費、出荷作業費が発生致します。(次ページ参照) 
※170サイズ以上は佐川急便の通常料金となります。 
※沖縄及び離島への送料は佐川急便の通常料金となります。 ※掲載価格は税抜きです

商品の発送は弊社提携倉庫の特別料金をご利用いただけます。 
発送は佐川急便となり、一般的な配送手続きをしていただくよりも安く配送が可能です。

通常価格の 
40～50％引き



梱包・発送（その他費用）

※大型商品で直接伝票を貼り付ける場合は不要

【出荷作業】

発送サイズ 資材費
60サイズ 40円/個
80サイズ 60円/個
100サイズ 90円/個
140サイズ 180円/個
160サイズ 250円/個

【梱包資材費】

作業内容 作業費用

受注管理費

150円/件
商品ピッキング

梱包出荷

送り状発行
価格は税抜きです

送料　+　梱包資材費　+　出荷作業費　＝　配送料

商品の出荷時には『梱包資材費』と『出荷作業費』がかかります。 
それぞれ1出荷単位で発生し、月末締めの翌月10日支払いとなります。



商品/受注管理システム



商品の管理、発注依頼は外部ツールの『ネクストエンジン』を利用します。 
倉庫に到着した商品は全て利用者様ごと振り分けし、登録します。 
受注を受けた場合の発送もツール内から簡単に行えます。

受注管理システム『ネクストエンジン』



受注管理システム『ネクストエンジン』

発送手配

受注管理

顧客対応

商品の発注/受注管理は、受注管理システムの『ネクストエンジン』を使用します。 
通常1万円の月額が必要なシステムですが、発送代行サービスご利用者様は無料でご利用いただけます。



ご利用の流れ



納品作業（自己在庫品）

自己在庫

提携倉庫

商品受け取り

検品

管理用ラベル貼り付け

簡易撮影/簡易スペック作成

商品マスター登録

ご自宅での保管商品を納品する場合、事前に 
”納品商品一覧を記載したCSV”の提出をしていただきます。 
到着商品はCSVを基に検品を行います。 
検品完了後、商品マスターに商品を登録します。

【指定配送先】 
名称：YOURS物流センターＹ号AM 
郵便番号：〒500-8288 
住所：岐阜県岐阜市中鶉2-113　管理番号：＊＊＊＊ 
TEL  ：058-201-3290
※『管理番号』にはご利用者様固有の番号が入ります



Amazonストック卸

提携倉庫

商品受け取り

検品

管理用ラベル貼り付け

簡易スペック作成

商品マスター登録

※掲載価格は税抜きです

納品作業（Amazon卸）

Amazon卸を直接納品を行う際は、弊社倉庫宛に配送を行います。 
到着した商品は、運営で共有されるCSVを基に商品の特定を行います。 
特定された商品は、受注管理ツール”ネクストエンジン”に登録され、 
いつでも在庫数などを確認することが可能です。

【指定配送先】 
受取人：YOURS物流センターＹ号AM 
郵便番号：〒500-8288 
住所：岐阜県岐阜市中鶉2-113　管理番号：＊＊＊＊ 
TEL  ：058-201-3290
※『管理番号』にはご利用者様固有の番号が入ります



納品作業（ブランド卸）

ハイブランド卸

買取

提携倉庫

商品受け取り

検品

管理用ラベル貼り付け

簡易撮影/簡易スペック作成

商品マスター登録

ブランド卸を直接納品を行う際は、弊社倉庫宛に配送を行います。 
到着した商品は、一点ごとに簡易撮影を行います。 
撮影データはgoogleドライブで共有 
その後、ネクストエンジン上の商品マスターに登録が行われます。

【指定配送先】 
名称：YOURS物流センターＹ号BR 
郵便番号：〒500-8288 
住所：岐阜県岐阜市中鶉2-113　管理番号：＊＊＊＊ 
TEL  ：058-201-3290
※『管理番号』にはご利用者様固有の番号が入ります



出荷作業



出荷作業

購入者様

商品の出荷は”ネクストエンジン”で伝票を作成するだけで完了します。 
専用の伝票に購入者情報、発送先情報を入力していただくだけで、倉庫がお客様の在庫をピッキング、梱包を行います。 
出荷は”最短で当日発送”での対応となりますので、PC１台でいつでも出荷作業が可能です。



料金



ご利用料金

■初期費用（非課税） 
発送費預かり保証金：30,000円 
※退会時に全額返金致します 

■月額料金 
業務管理費（150点まで）：7,000円/月額 
預かり商品150品追加：3,000円/月額 

■作業料金（利用した分のみ発生） 
①受け取り・検品：50円/点（自己在庫/Amazon卸）、80円/点（ブランド卸） 
②写真撮影：300円/点 
③採寸（5箇所以内）：200円/点 
④商品説明ベース作成：300円/点 
⑤梱包・発送：送料600円～(別途梱包資材費)

※掲載価格は税抜きです



お支払い方法

■初期費用 
発送費預かり保証金：現金（銀行振込） 

■月額料金 
業務管理費：クレジットカード決済（翌月分を毎月10日請求） 

■作業料金・配送料金 
月末締め翌月10日払い（銀行振込）



注意事項
以下の商品は、弊社でお預かりすることが出来ませんのでご注意ください。

●日本の規格および法律を満たしていない商品 

●食べ物、消費期限がある商品 

●常温で保存が出来ない商品 

●火薬取締法、毒物および劇物取締法にて規制されている商品 

●輸送が禁止されている商品 

●商品に危険を喚起する注意事項が明記されている商品 

●動植物（生死問わず） 

●保管に資格、免許が必要な商品（刀剣、医療機器、医薬品など） 

●危険物および化学薬品 

●金券類


