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Amazon ビジネスをご検討いただき、誠にありがとうございます。 

本マニュアルではビジネスアカウントの登録方法をご説明します。流れは以下の通りです。 

 

 

 
 

*ご登録を始める前に、アカウント登録にご使用される E メールアドレスをご準備ください。 
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ステップ１：基本情報登録  

1-1. Amazon ビジネス登録ページへアクセスし、[無料登録はこちら] をクリックします。 

Amazon ビジネス登録ページ：https://www.amazon.co.jp/business/  

※下記どちらの[無料登録はこちら]ボタンをクリックして頂いても問題ございません。 

 
 

1-2. ビジネスアカウントに利用する E メールアドレスを入力し、[ビジネスアカウントを作成する] ボタン

をクリックします。 

 

https://www.amazon.co.jp/business/
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ケース A. 初めて Amazon をご利用される場合 

A-1 Amazon.co.jp にてアカウント登録の無いメールアドレスをご入力いただいた場合、お名前（ユーザー

名）とパスワードを設定する画面が表示されます。 

 
Amazon ビジネスでご利用いただくお名前（ユーザー名）とパスワードを入力し、[次に進む]をクリックし

ます。こちらで設定頂いたお名前（ユーザー名）とパスワードはアカウント作成後に変更する事が可能で

す。 

 

ステップ２：法人・事業情報登録(P.8) へ 
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ケース B. 既に Amazon.co.jp をご利用いただいている場合 

B-1 Amazon.co.jp でご使用されているメールアドレスをご入力いただいた場合、ログイン画面が表示され

ます。 

 
そちらのメールアドレスを Amazon ビジネス用アカウントに使用する場合は、引き続きパスワードを入力

し、[ログイン]をクリックします。別のメールアドレスを使用したい場合は、ブラウザの[戻る]ボタンから前

のページに戻って別のメールアドレスを入力します。 

 

B-2 ログインに成功すると、アカウントの作成方法を選択する画面が表示されます。 

ケース B-1. 個人アカウントをビジネスアカウントに移行する場合 
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以前よりビジネス用途にのみ Amazon.co.jp をご利用されている場合や、登録されている情報をそのままビ

ジネスにおいてもご利用されたい場合はこちらの方法を推奨いたします。 

こちらを選択された場合は、これまで個人用アカウントにてご利用いただいていた注文履歴、アドレス帳、

お支払い方法、プライム会員資格、Kindle などのデジタルコンテンツがビジネスアカウントに引き継がれま

す。ビジネスアカウント登録後に他の管理者権限ユーザーを追加した場合、そのユーザーはお客様の注文履

歴などを閲覧できます。 

 

ステップ２：法人・事業情報登録(P.8) へ 

 

ケース B-2. 個人とビジネスで別々にアカウントを利用する場合 

 

 
以前より主に個人用のお買い物に Amazon.co.jp をご利用されている場合や、注文履歴などをビジネスアカ

ウントに引き継ぎたくない場合はこちらの方法を推奨いたします。 

この方法では、これまで個人用アカウントにてご利用いただいていた注文履歴、アドレス帳、お支払い方法、

プライム会員資格、Kindle などのデジタルコンテンツはビジネスアカウントに引き継がれません。 

こちらを選択された場合は、既存の個人アカウントのメールアドレスを別のアドレスに変更する必要があ

りますので、新しいメールアドレスをご入力して[次に進む]をクリックします。パスワードはご使用されて

いるものをそのままお使いいただけます。 
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ステップ２：法人・事業情報登録(P.8) へ 

 

 

次にお名前（ユーザー名）とパスワードを設定する画面が表示

されます。Amazon ビジネスでご利用いただくお名前（ユーザ

ー名）とパスワードを入力し、[次に進む]をクリックします。 

こちらで設定頂いたお名前（ユーザー名）とパスワードはアカ

ウント作成後に変更する事が可能です。 

 

※セキュリティ上の理由から個人アカウントと同じパスワー

ドは設定する事ができません。ビジネスアカウント用のパス

ワードを別途設定ください。 
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ステップ 2：法人・事業情報登録 

 

お客様の法人・事業情報について記載例に沿って入力

後、[次に進む]をクリックします。 

 

ご利用開始前に、ご登録いただいた情報を弊社より確認

させていただきますので、画面の記載例及び下記補足情

報を参考にしてご入力をお願いします。 

 

ご担当者氏名：フルネームでご入力ください。氏名の間

にスペースを入れて頂く必要はありません。 

OK：山田太郎 

NG：発注担当 

 

会社・機関名：法人として登録されている正式名称を省

略せずにご入力ください。 

OK：株式会社 Amazon ビジネス 

NG：(株)Amazon ビジネス 

※法人として登録されている正式名称、本社住所を確認

するには国税庁の法人番号公表サイトが便利です。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/  

 

個人事業主のお客様は、商号もしくは代表者様のお名前

をご入力ください。 

 

代表電話番号：ご利用されている代表電話番号をご入力

ください。固定電話をお持ちでない方は、携帯電話の番

号でも構いません。 

 

住所（郵便番号、都道府県、市区町村、丁目番地、建物

名・階）：法人のお客様は本社所在地を、個人事業主のお

客様は主たる事務所の所在地をご入力ください。 

なお、商品の配送先住所はアカウント登録完了後に別途

作成する事が可能です。 

 

事業形態：個人事業主のお客様は「個人事業主」を、法

人または公的機関のお客様は「法人」を選択ください。 

 

書類のご提出：個人事業主のお客様は必要書類のうち、

1 点をご提出ください。（詳しくは FAQ(P.10)を参照くだ

さい） 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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[任意] Business プライム会員登録 

法人・事業情報の登録を完了すると、Business プライム会員登録のオプションが表示*されます。無料体験を試された

い方は、年会費のお支払いに利用するお客様のクレジットカード情報をご入力ください。不要の方は「この手順をス

キップする」をクリックしてください。 

 *お客様が個人アカウントでプライム会員の場合、以下画面とは異なり、Duoプランが表示される場合があります。 
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登録情報確認（Amazon.co.jp 側作業） 

Amazon.co.jp にて登録内容を確認させていただきます。本作業は通常 3 営業日以内に完了いたします。な

お、ご登録情報の確認のため、お電話での在籍確認または書類の提出をお願いさせて頂く場合がございます。 

 

ステップ 3：ご利用開始 

ご登録情報の確認が済みましたら、「Amazon ビジネスへようこそ」というメールが届きます。 

その後はご登録いただいたアカウントで Amazon ビジネスをご利用していただく事が可能です。 

 

(ご登録いただいたメールアドレス) 
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アカウント登録に関してよくある質問と回答 

Q1. 以前 Amazon.co.jp に登録していたが、パスワードを忘れてしまいました。 

A1. ログイン画面の「パスワードを忘れた場合」からお手続きをお願いいたします。  

 

Q2. 個人事業主の登録に必要な書類の種類を教えてください。 

A2. 以下のいずれか 1 点をご提出ください。 

・開業届出書 

・過去 2 年以内の確定申告書 B ※確定申告書 A は対象外となります 

・過去 2 年以内の所得税青色申告決算書 

・過去 2 年以内の所得税青色申告承認申請書 

[補足] 

- 青色申告書を税務署または郵送等で提出した場合、税務署の捺印があることを確認の上コピーを提出

してください。e-Tax(国税電子申告・納税システム)で提出した場合、受付日時と受付番号の印字があ

ることを確認の上コピーを提出してください。 

- マイナンバーは見えないように塗り潰してご提出ください。 

- 事業収入などの情報は隠していただいて構いません。 

- 引っ越しなどの理由により、登録時に入力した住所と提出書類の住所が異なる場合は、「所得税・消

費税の納税地の異動に関する届出書」を併せてご提出ください。 

 

Q3. 法人の登録に必要な書類の種類を教えてください。 

A3. 法人の登録時には書類の提出は原則不要です。ただし、登録いただいた法人情報が確認できなかった場

合や、在籍されている方からのご登録である事が確認できなかった場合にはご提出をお願いする場合がご

ざいます。その場合はメールにてご案内させて頂きますので、記載内容に沿ってご対応をお願い致します。 

 

Q4. 登録完了後 Amazon からの電話があったのですが、こちらは何のための電話でしょうか。 

A4. アカウントをご登録いただいた法人に所属するお客様からの申請である事の確認のため、お電話を差し

上げる場合がございます。お名前の確認のため、ご登録時にはフルネームでご登録をお願いいたします。 

 

Q5. 固定電話を持っていないのですが、代表番号は携帯電話番号でも良いでしょうか？ 
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A5. 固定電話をお持ちでない場合は、携帯電話の電話番号でも構いません。 

 

Q6. 登録完了後に書類の提出を求めるメールを受信したが、どのように対応すればよいか。 

A6. 記載されている対象書類をメール内の書類アップロードリンクよりご提出ください。セキュリティ上の

理由からメールでの受付は行っておりませんのでご注意ください。 

 

Q7. アカウント登録時に会社名、住所を誤って登録してしまったが、どうすれば良いか。 

A7. 弊社での確認後、書類の提出を求めるメールが送付されますので、そちらに記載されている「ビジネス

アカウントの企業名、本社所在地および氏名の訂正が必要な場合」の手順にてご対応をお願いいたします。 

 

Q8. 利用開始後に社名や住所が変わった場合はどうすれば良いか。 

A8. アマゾンビジネスのヘルプページからカスタマーサービスにご連絡いただき、変更内容をお伝えくださ

い。 

 

Q9. アカウント登録は完了したとの連絡が来たが、請求書はどうやれば使えるのか。 

A9. 法人のお客様はビジネスアカウントの登録完了後、通常３営業日以内に請求書払いのご利用可能準備が

整ったことを E メールでお知らせします。E メールの受信後、以下の設定を完了すると注文のお支払い方法

選択画面で請求書払いを選択できるようになります。３営業日を経過しても E メールが届かない場合、カス

タマーサービスにお知らせください。 

個人事業主のお客様はビジネスアカウントの登録完了後、請求書払いご利用希望の意思をカスタマーサー

ビスまでご連絡ください。 
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