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はじめに 

 

フランスをはじめとしたEU内各国において、日本食の人気は順調に拡大しており、寿

司、ラーメン、抹茶・緑茶などを始めとした多くの日本食が消費者に認知されるようにな

った。日本食好きの消費者の中には、レストランなどの外食だけでなく、家庭で日本食材

を購入し楽しむ例も見られるようになってきている。また、ジャポニスム20181の開催や日

EU・EPAにより、今後、フランス人にとって、日本が更に身近になり、日本食材を家庭で

楽しむ機会が増加することが見込まれる。 

 

一方で、本格的な日本食材を購入できる店舗は首都圏にある一部の日系・アジア系食品

専門店に限られ、簡単に購入できる環境には無いのが現状である。フランスの地方都市に

おいて日本食材の販売イベントなどを行うと、普段は購入できない本格的な日本食材に手

を伸ばす消費者で非常に賑わう。また、日本食材専門店のあるパリに行く友人に日本食材

の購入を依頼するといった消費者も多い。 

 

このような環境の中で、近年成長が目覚しく、また首都圏・地方都市関係なく容易にア

クセスできるインターネットを利用したオンライン販売サイト（以下「EC（Electronic 

commerce）サイト」という。）は日本食材の販売方法として注目され始めている。また、

資金面で小売店をフランスで展開することが難しい日本企業が、現地に支店などを設けず

にフランスのECサイトへ出店を考えるケースも見られる。 

 

しかしながら、フランスのECサイトへの出店にあたって、現地に小売店や支店をもたな

い日本企業は、言葉の壁や日本との商業ルールの違いから多くのハードルに直面すること

が予想される。実際に、日本企業から、「必要な手続きや資格が分からない」「そもそも

日本から出店が可能なのか分からない」といった問い合わせも散見する。フランスにおけ

る有名ECサイトは、フランスに拠点を置く企業をメーンターゲットとして出店案内が作成

されているため、日本からの出店にあたって知りたい情報が掲載されておらず、個別に問

い合わせる必要が出てくるため、日本企業にとってはハードルの高いのが現状である。 

 

                                                        
1 日仏友好160周年を記念して，2018年7月より2019年2月まで，パリを中心にフランスで実施する総合

的な日本文化紹介事業。ジャポニスム2018公式HP（https://japonismes.org/） 

https://japonismes.org/
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このような背景から、本調査では、フランス市場でシェアの大きいショッピングモール

型ECサイトについて、日本から出店し、フランスに日本食材を販売することが可能か、可

能な場合はその実際の手続きについて、また、出店・宣伝に必要な費用について詳細に記

載した。 

 

ECサイトによっては、当該サイトへの出店により、EU圏内全域への販売が可能とな

る。本調査が、日本からフランスを始めとしたEUへのECサイトを通じた販売を考えてい

る事業者の方々の、出店の検討および実務の一助となれば幸いである。 

 

2019年1月 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

パリ事務所 

農林水産・食品部 農林水産・食品課 
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1. フランスにおけるECサイトの概況 

 

欧州統計局（EUROSTAT）のデータ2によると、ヨーロッパ全体で過去12カ月間にイン

ターネットを利用した個人は2017年には、欧州市民の85%を占め、ネットショッピング

（以下「EC」という。）をした個人は57％であった。一方、フランスにおいて過去12カ月

間にインターネットを利用した個人は国民の88％に相当し、67％がECをしているとされ、

この10年間で約68%増えたとしている。 

また、同統計において、フランス人の越境EC（国境を越えた（EU域内・EU域外含

む。）ネットショッピングをいう。以下同じ）の割合はEU28カ国の平均と同じく、ECを

する人の42%であった。 

 

 

図 1 出所：欧州統計局（EUROSTAT） ヨーロッパにおける個人のインターネット利用率とEC利用

率 

 

                                                        
2 欧州統計局 http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database 
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図 2 出所：欧州統計局 （EUROSTAT） フランスにおける個人のインターネット利用率とEC利用

率 

 

さらに、仏EC業界団体（FEVAD）が2018年2月に発表した業界統計によると、2017年の

ECの売上高は817億ユーロ（前年比14.3％増）を記録し、売上高は過去10年、連続して増

加している3。 

 

                                                        
3 FEVAD2016年年次調査：https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2016/09/Plaquette-Chiffres-

2016_Fevad_205x292_format-final_bd.pdf 

2017年年次調査：https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2017/06/Chiffres-Cles-2017_BasDef.pdf 

2018年年次調査：https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2018/06/Chiffres-Cles-2018.pdf 
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https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2016/09/Plaquette-Chiffres-2016_Fevad_205x292_format-final_bd.pdf
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2017/06/Chiffres-Cles-2017_BasDef.pdf
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2018/06/Chiffres-Cles-2018.pdf
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図 3 出所：FEVAD 『Les Chiffres clés 2018 （2018年のポイントとなる数字）』EC売上高の推移 

 

一方、ECの利用回数は延べ12億回で、前年比で20.5％増加している。他方、 1回当たり

の支出は2017年に65.5ユーロとなり、前年の69ユーロから5％減少している。この支出額は

2005年から2011年にかけて90ユーロ前後で安定していたが、その後減少を続けており、こ

の2年間では特に低下が目立った。しかしながら、1人当たりの利用回数はこの3年間で顕

著に増加しており、平均支出額の減少を吸収している。2017年には利用回数が年間33回と

なり、前年比で19％増を記録している。1人当たりの年間支出額は2,200ユーロ弱であり、

モバイル端末（スマートフォンおよびタブレット）による購入の売上高は前年比38％増で

あった。  

FEVADは、この勢いでEC市場が成長を続くと仮定すると、2018年には売上高は900億ユ

ーロ、2019年には1,000億ユーロを突破すると予想している。 

 

仏日刊紙レゼコーによると4、非食品のネット購入に比べ、食品のネット購入の伸びは緩

やかではあるが、食品小売大手が近年導入し始めた「ドライブスルーシステム（ネットで

注文した品物を郊外のハイパーマーケットや街中の小型店で引き取る購入法）」の人気が

                                                        
4 仏経済紙レゼコー2018年6月15日の記事：https://www.lesechos-etudes.fr/news/2018/06/15/le-boom-du-e-

commerce-alimentaire/ 
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市場を牽引し、食品をネットで購入する人も増えているとしている。ドライブスルーは

2017年に前年比8.5％の伸びを見せて、食品小売の総売上額の5％を占めるに至った。また

オンライン市場調査・統計会社Statistaも5、フランスでのネットでの食品・飲料購入は年々

増加していると分析しており、フランスの食品・飲料のネット販売は2017年には7億6300

万ユーロだが、2021年にはこれが倍増すると予想している。 

 

ネットを利用するフランス人の中で、ECをする人の割合は2016年に初めて80%を超え、

FEVADの同調査によると、フランス人ネットユーザーの85.5％に相当する3,750万人がネッ

トで買い物をしているとされている（2018年第一四半期の数字）。うち30％に相当する

1,210万人は、一度はモバイル端末での購入をしたことがある6とされている。 

 

また、EC利用頻度は最低週に度が10%、月に2-3回が29%、月に1回が26%、月に1回以下

が35％となっている。 

 

 

 

ネットユーザーにおけるEC利用者の割合を性別別、年代別、社会層別、地域別でみた場

合、男性においては87％、女性においては84%と大差はなかった。一方で、18歳から49歳

                                                        
5 Statistaサイト：https://fr.statista.com/infographie/9243/lavenir-radieux-du-e-commerce-alimentaire/ 
6 11歳以上の個人を対象に調査https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2018/06/Chiffres-Cles-2018.pdf 
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図 4 出所：FEVAD 『Les Chiffres clés 2018 （2018年のポイントとなる数字）』EC利用頻度 

https://fr.statista.com/infographie/9243/lavenir-radieux-du-e-commerce-alimentaire/
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2018/06/Chiffres-Cles-2018.pdf
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の年齢層にECは多く利用されており、相対的に50代以上の層は利用率が低い。とはいえ65

歳以上のネットユーザーの8割はECを利用している。 

社会階層別では、アーティストや自営業者をも含む中間職以上の層に多くECは利用さ

れ、地域別でみると、圧倒的にパリ首都圏でECの利用率が高いことが分かっている。ただ

し、この統計にはインターネット注文、店舗受け取り型のECや前述のドライブスルーも含

まれるため、小売り店舗数の多いパリ首都圏での利用率が高くなっていることも一因にな

っていると思われる。 

 

ネットユーザーの中のEC利用者の割合 
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図5 出所：FEVAD 『Les Chiffres clés 2018 （2018年のポイントとなる数字）』 ネットユーザ

ーにおけるネットショッピング利用者の割合（左）性別別 （右）年代別 
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図6 出所：FEVAD 『Les Chiffres clés 2018 （2018年のポイントとなる数字）』 ネットユーザーに

おけるネットショッピング利用者の割合（左）社会層別 （右）地域別 

 

FEVADとINSEE（フランス国立統計経済研究所）の推定によると、ECは、2017年に小売

市場全体の8.5 ％を占めているとされる。各市場に占めるECの割合を分野別でみると、コ

ンテンツ含む、本、CD、DVDなどのカルチャーが45％と高い割合を占めており、次にハ

イテク製品（23％）、家電（18％）、ファッション・アパレル（13％）と続く。一方で、

食品を含む日用品は7％と市場全体からみると低い割合ではあるが、69億ユーロとEC市場

の中では高い売上を出している。同様に、ネットで注文し、スーパー・ハイパーマーケッ

トで受取をするドライブスルー型も市場においてECの占める割合は5％と低いものの53億

ユーロと高い売上を打ち出している。 
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分野別市場全体に占めるECの割合と売上高（2017年） 

 

図7 出所：FEVAD 『Les Chiffres clés 2018 （2018年のポイントとなる数字）』分野別市場全体に占め

るECの割合と売上高 

 

一方、EC利用者に主に取引きされている商品・サービスはファッション、アパレルが圧

倒的に多く、次に本・CD・DVDなどのカルチャーが続く（ただし、動画のオンデマンド

サービスや音楽配信サービスは21％と取引率は低い）。食品を含む日用品に関しては28％

とまだまだ少ない。 
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EC利用者が取引きする商品・サービスの割合 

 

図8 出所：FEVAD 『Les Chiffres clés 2018 （2018年のポイントとなる数字）』ECで購入される商

品・サービス 
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2. フランスのECサイト上位10社 

 

ECサイトのランキングに関しては、純粋な売上高ではECサイト市場での普及率の判断

が難いため7、聴取率調査機関メディアメトリとEC業界団体FEVADによる「2017年度 EC

のユニークビジターランキング（訪問者数）」に依拠した。 

 

なお、ECサイトのタイプ分けについて、本報告書では、複数のメーカーまたは販売者の

商品を扱うECプラットフォームをモール型サイトと呼び、モール型サイトの中でも、出品

者が商品ごとに出品するいわゆる「アマゾン型モール」をマーケットプレイス型、出品者

が店舗登録して自社に割り当てられるページの中で商品を販売するいわゆる「楽天型モー

ル」をテナント型と称することとする。 

 

ECサイト ユニークビジターランキング 

（灰色の背景の企業は後述の詳細調査より除外） 

順位 ECサイト 

1 Amazon 

2 Cdiscount 

3 Voyage-Sncf.com（仏国鉄SNCFのチケット販売サイト） 

4 Fnac 

5 Vente-Privée 

6 Booking.com 

7 eBay 

8 Groupon（クーポンやバウチャーの販売サイト） 

9 Carrefour 

10 E.Leclerc 

11 Airbnb 

12 Leroy Merlin 

13 La Redoute 

                                                        
7 例えば実店舗を持ち世界展開する食品小売大手カルフールのECサイトと、仏最大のマーケットプレイス

であるシーディスカウント（Cdiscount）を売上高で比較すると、カルフールの売上が高いため、純粋な

EC規模の比較が難しい。またアマゾン（Amazon）のように仏子会社の売上高を非公開としている企業が

あることを考慮して、ユニークビジター数やネットユーザー数に占める当該サイトのビジター数の割合に

依拠するメディアメトリとFEVADのデータを参考としている。 
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14 Darty 

15  PriceMinister 

表1 出所：FEVAD 『Baromètre trimestriel de l’audience du e-commerce, 3eme trimestre 2017（Eコマ

ース利用者四半期指標 2017年第3四半期）』 

 

物販のECサイトランキング上位をみると、カルフール（Carrefour）、ルクレール

（E.Leclerc）、ルロワ・メルラン（Leroy Merlin）、ダルティ（Darty）などの実店舗をも

つチェーン店が拡販に向けてECサイトを設置するケース、アマゾン（Amazon）、シーデ

ィスカウント（Cdiscount）、ヴァント・プリヴェ（Vente-Privée）、プライスミニスター

（PriceMinister）のような、もともとECサイトとしてスタートしたケースのどちらもが、

ランク入りしている。 

 

本稿では、公共交通機関のチケット販売サイト、宿泊施設の斡旋サイト、C to Cを基本

としたオークションサイト、クーポンやバウチャーの販売サイトなど、B to Cの物販から

外れるサイトは除いた物販のECサイト上位10位の詳細を以下に紹介する。 

 

また、本ランキングは2017年（第3四半期8）を参照しているが、2018年の速報では、同

ランキング10位に米国発の廉価品のECモールWISHがランク入りするなど新しい動きはあ

るものの、大幅な順位変動はない。 

 

1. Amazon 

社名 Amazon.fr アマゾン・フランス 

URL https://www.amazon.fr/ 

売上額 56億ユーロ（2017年、フランス市場のみ、マーケットプレイスを

利用する第3 者（出品者）の売上も加算）9  

アマゾン仏子会社は売上高を公表していないので、これらの数字

はカンター・ワールドパネルよる推定 

成長率 前年比 + 22%（2017年）10 

                                                        
8 https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2017/11/20171121_CP_Mediametrie_T3_2017-1.pdf 
9 カンター・ワールドパネル：https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/amazon 
10 カンター・ワールドパネル：https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/amazon 

https://www.amazon.fr/
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2017/11/20171121_CP_Mediametrie_T3_2017-1.pdf
https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/amazon
https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/amazon
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市場シェア 

（インターネット

ユーザー） 

カルフールやルクレールなどの食品小売大手サイトを除いたECサ

イトの市場シェアでは18.9％11。電化製品およびメディア製品で

は20〜25%12。 

月間平均ユニークビジター：数2,430万人13。 

ネットユーザー数に占めるビジター数の割合：46.3％14。 

販売形態 モール型サイト（マーケットプレイス型） 

越境EC可能。 

主要取扱品目 書籍、CD/DVD、ゲーム、ハイテク、雑貨、インテリア、衣類、

食品など 

日本産商品（食品/

非食品）の取扱の有

無 

有り。雑貨、インテリア、料理器具、ファッション・アパレル、

コスメ、食器、玩具、文具など 

日本食の詳細 

（取扱がある場合） 

お茶、駄菓子、ウィスキー、酒、米、カレー粉、わさび、乾麺、

お酢、調味料、カップラーメンなど。 

「Epicerie（食品）」カテゴリーで「japon（日本）」あるいは

「japonais（日本製／日本の）」で検索した際のヒット数は1,000

点（一部は食品でないものもヒットしているが、9割方食品）。 

取り扱い業社数は多数で、フランス、ドイツ、スペイン、イタリ

アなど出品者の国籍も多様。 

出品されているのは、日本産品（駄菓子、ウィスキー、米、麺類

など、出品者は日本または非日系の企業）、日本メーカーによる

海外製造品（カレー粉、調味料、インスタントラーメンなど。た

だし、出品者は非日系企業が多い）、日本産原材料を輸入して海

外でパッケージ・商品化したもの（お茶、調味料など、出品者は

非日系企業が多い）、日本製あるいは日本風を謳っているが非日

系メーカーの海外製造のもの（お茶、調味料など、出品者は非日

系企業）など多岐に渡る。 

                                                        
11 カンター・ワールドパネル：https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/amazon 
12 ドイツのオンライン市場調査・統計会社StatistaのECデータベース "EcommerceDB"の数字：
https://ecommercedb.com/en/store/amazon.fr 
13 https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2017/11/20171121_CP_Mediametrie_T3_2017-1.pdf 

14 https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2017/11/20171121_CP_Mediametrie_T3_2017-1.pdf 

https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/amazon
https://ecommercedb.com/en/store/amazon.fr
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2017/11/20171121_CP_Mediametrie_T3_2017-1.pdf
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2017/11/20171121_CP_Mediametrie_T3_2017-1.pdf
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原則としてはアマゾン・フランスサイトではEU、米国、カナダ

以外からの食品の出品はできないルールになっている（後述）。 

その他の基礎的情報 1994年アメリカのシアトルで設立。アマゾンの仏市場参入は2000

年15。フランスを含め海外でサイト運営をしている国は13カ国。

フランス市場でのマーケットプレイス開始は2003年。1万以上の

企業（中小企業、スタートアップ）が出品しており、アマゾン・

フランスは売上げの約半分をマーケットプレイスで実現している

16。海外在の業者も多く存在する。2018年3月には、仏食品小売り

流通カジノグループ傘下のモノプリが、アマゾン・フランスと販

売提携を結ぶと発表した。17今後は、パリ市内とその近郊でアマ

ゾン・フランスの1時間内配達サービス「Amazon Prime Now」

で、モノプリの商品が取り扱われる予定。アマゾン・フランスの

物流センターは仏国内に現在5カ所あり、6カ所目がパリ近郊（ブ

レティニー・シュル・オルジュ）に2018年内に設置予定18。 

 

2. Cdiscount 

社名 Cdiscount シーディスカウント 

URL https://marketplace.cdiscount.com/ 

売上額 21億2,200万ユーロ19 

成長率 前年比 +9.3% （2017年）20 

市場シェア（インタ

ーネットユーザー） 

フランス起源のECサイトとしてはフランスでトップ。 

月間平均ユニークビジター数：約1,584万人。 

ネットユーザー数に占めるビジター数の割合：30.1％。 

販売形態 モール型サイト（マーケットプレイス型） 

                                                        
15 https://www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=203007011 
16 仏経済紙ラ・トリビューン（2018年6月13日付）記事：https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-

now/la-marketplace-d-amazon-facilite-le-commerce-en-ligne-pour-les-pme-738411.html 
17 一般消費財に関する業界週刊誌・情報サイトLSA掲載の記事：https://www.lsa-conso.fr/frederic-duval-

amazon-monoprix-scelle-un-partenariat-avec-amazon-prime-now,284431 
18 エッソンヌ商工会議所HPなど：https://www.essonne.cci.fr/votrecci/suivre-lactualite-de-la-cci/actualites/le-e-

commercant-amazon-installera-un-entrepot-geant 
19 2017年シーディスカウント財務報告書（Financial Results）：http://www.cnova.com/en/wp-

content/uploads/sites/2/2018/02/2018-02-20-Cnova-FY17-Results-ENG-VF.pdf 

シーディスカウントサイト上（https://www.cdiscount.com/n-256576/cdactu/qui-sommes-nous.html）では売上

は17億6500万ユーロと記載 
20 2017年シーディスカウント財務報告書（Financial Results）：http://www.cnova.com/en/wp-

content/uploads/sites/2/2018/02/2018-02-20-Cnova-FY17-Results-ENG-VF.pdf 

https://marketplace.cdiscount.com/
https://www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=203007011
https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/la-marketplace-d-amazon-facilite-le-commerce-en-ligne-pour-les-pme-738411.html
https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/la-marketplace-d-amazon-facilite-le-commerce-en-ligne-pour-les-pme-738411.html
https://www.lsa-conso.fr/frederic-duval-amazon-monoprix-scelle-un-partenariat-avec-amazon-prime-now,284431
https://www.lsa-conso.fr/frederic-duval-amazon-monoprix-scelle-un-partenariat-avec-amazon-prime-now,284431
https://www.essonne.cci.fr/votrecci/suivre-lactualite-de-la-cci/actualites/le-e-commercant-amazon-installera-un-entrepot-geant
https://www.essonne.cci.fr/votrecci/suivre-lactualite-de-la-cci/actualites/le-e-commercant-amazon-installera-un-entrepot-geant
http://www.cnova.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/2018-02-20-Cnova-FY17-Results-ENG-VF.pdf
http://www.cnova.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/2018-02-20-Cnova-FY17-Results-ENG-VF.pdf
https://www.cdiscount.com/n-256576/cdactu/qui-sommes-nous.html
http://www.cnova.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/2018-02-20-Cnova-FY17-Results-ENG-VF.pdf
http://www.cnova.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/2018-02-20-Cnova-FY17-Results-ENG-VF.pdf
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越境EC可能。 

主要取扱品目 書籍、DVD、ハイテク機器、家電、インテリア、雑貨など 

日本産商品（食品/

非食品）の取扱の有

無 

有り。 

調理器具、カメラ用品、玩具、文具、DIY用品、ホビー用品、ア

クセサリーなど多数。出品されているのは日本製または日本メー

カーのものもあれば、「日本製」あるいは「日本風」を謳ってい

るが非日系メーカーが日本国外で製造したものもみられる。出品

者のほとんどは、フランス、中国、香港の企業。 

日本食の詳細 

（取扱がある場合） 

日本茶、抹茶、醤油、米、山椒、生姜、粉わさび、ウィスキーな

ど。「Epicerie（食品）」カテゴリーで「Japon（日本）」で検索

した際のヒット数は51点、「japonais（日本製／日本の）」で検

索した際のヒット数は51点 。煎茶や抹茶などは日本製、または日

本から茶葉を輸入して日本国外でパッケージした非日系メーカー

のものが多い。一方、ウィスキーは日本製であることがほとん

ど。コメは日本産「コシヒカリ」のみが出品されており、醤油や

調味料は日本メーカーのもの、非日系メーカー製品、海外生産品

など多岐にわたる。 

フランス、スペインなど在ヨーロッパの出品者が多く、日本から

の食品の出品は見当たらない。 

その他の基礎的情報 1999年設立の「ECサイト」。フランス南西ボルドーに所在。2000

年以降、仏大手食品小売カジノグループ傘下。従業員数は1500

人。顧客数は延べ1,600万人。シーディスカウントが直接扱う商品

数は計11万4,000品。シーディスカウントの強みは、親会社である

カジノグループのスーパーを含めた（フランプリ、リーダープラ

イスなど）、計1万8,000カ所の荷物引き取り所21のサービスを提

供している点。2016年よりパリ首都圏で食品デリバリーを開始、

注文から1時間半で配達される。2011年にはマーケットプレイス

（C le marché）をスタート22 。出品者数は8,400社。出品される商

品数は2,360万点。 

                                                        
21 日本での「コンビニ受け取り」のようなサービス。小売店やクリーニング屋などが副業として物流企業

やECサイトなどと提携してECの荷物受け取りを行うシステム。 
22 インターネット情報サイトJDNの記事：https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/olivier-

marcheteau-et-emmanuel-grenier-cdiscount-marketplace. 

https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/olivier-marcheteau-et-emmanuel-grenier-cdiscount-marketplace
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/olivier-marcheteau-et-emmanuel-grenier-cdiscount-marketplace
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3. Fnac23 

社名 Fnac フナック 

URL https://www.fnac.com/ 

売上額 38億7,600万ユーロ（2015年）24 

成長率 前年比 -0.5％（2015年）25 

市場シェア 

（インターネット

ユーザー） 

月間平均ユニークビジター数：約1,200万人。 

ネットユーザー数に占めるビジター数の割合：22.9％。 

 

販売形態 実店舗とモール型サイト（マーケットプレイス型） 

越境EC可能。 

主要取扱品目 家電、ゲーム、カメラ、楽器、携帯電話、DVD、書籍などが中心

で新品・中古合わせて1,000万点以上の商品。 

日本産商品（食品/

非食品）の取扱の有

無 

有り。 

ゲーム、フィギュア、DIY用品、包丁、玩具（けん玉）、模型な

ど。書籍はフランスの出版社から出ているフランス語への訳書で

原書の販売はほとんどなし。ゲームは日本から輸入された商品を

フランスの業者が販売しているケースもある。 

日本食の詳細 

（取扱がある場合） 

なし 

その他の基礎的情報 設立は1954年。パリ郊外のイヴリー・シュル・セーヌ（Ivry sur 

Seine）在。元々はカメラ、ラジオなどの販売を事業としていた

が、徐々に取扱商品をオーディオ、映像、書籍、CD／ビデオ／ 

DVD、さらに家電や玩具などへと拡大した大手家電量販店。店舗

数はフランス国内で160店舗（うち直営が88店舗、72店舗がフラ

ンチャイズ）、海外は86店舗。更に2016年に大手家電量販店のダ

ルティを買収し、フナック・ダルティグループとなる。フナック

は2008年からマーケットプレイス26をスタート。これまでに既に

                                                        
23 フナック（書籍・CD、電気製品の販売）は2016年にダルティ（家電販売）と合併しているが、ここでは

フナックについて記述する。 
24 ダルティとの合併前最後の会計年度2015年の財務報告（プレスリリース）：http://www.fnacdarty.com/wp-

content/uploads/2017/01/Resultats_annuels_2015.pdf 
25 ダルティとの合併前最後の会計年度2015年の財務報告（プレスリリース）：http://www.fnacdarty.com/wp-

content/uploads/2017/01/Resultats_annuels_2015.pdf 
26 https://www.fnac.com/marketPlace/vendeurs-partenaires-fnac#bl=footer 

https://www.fnac.com/
http://www.fnacdarty.com/wp-content/uploads/2017/01/Resultats_annuels_2015.pdf
http://www.fnacdarty.com/wp-content/uploads/2017/01/Resultats_annuels_2015.pdf
http://www.fnacdarty.com/wp-content/uploads/2017/01/Resultats_annuels_2015.pdf
http://www.fnacdarty.com/wp-content/uploads/2017/01/Resultats_annuels_2015.pdf
https://www.fnac.com/marketPlace/vendeurs-partenaires-fnac%23bl=footer
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200万人が利用している27。出品は中小企業やスタートアップなど

の業者のみで審査が厳しい。フナックによる商品の検品、高度な

セキュリティシステムを利用したネット上の支払い、年中無休の

アフターサービスなどをセールスポイントとしている。仏国外の

出品者も存在する。 

 

4. Vente Privée  

社名 Vente Privée ヴァント・プリヴェ 

URL www.vente-privee.com/ 

売上額 13億9,000万ユーロ（2017年）28 

成長率 前年比 +4.5％（2017年）29 

市場シェア 

（インターネット

ユーザー） 

月間平均ユニークビジター数：約1,178万人。 

ネットユーザー数に占めるビジター数の割合：22.4％。 

 

販売形態 モール型サイト（出品者限定かつ出品期間限定のテナント型。マ

ーケットプレイス型を2018年からスタート）30 

現状では越境ECは不可能。 

主要取扱品目 ファッション、インテリア、食品、書籍、CD、旅行、イベン

ト、食品など 

日本産商品（食品/

非食品）の取扱の有

無 

有り（2018年6月18日時点で出品されている商品リストのう

ち）。和牛、緑茶。 

日本食の詳細 

（取扱がある場合） 

和牛（日本産の和牛、輸入業者はフランスGourmet Food France

社）31、緑茶（原産国は不明、非日系企業による出品）。 

日本食を出品している業者は2018年6月時点で2社。 

その他の基礎的情報 設立は2001年。パリの北部サン=ドニに本社を置く。ブランド品

のプライベート販売という形をとり、提携するブランドのデッド

                                                        
27 https://www.fnac.com/marketPlace/vendeurs-partenaires-fnac#bl=footer 
28 商事裁判所書記課サイトInfogreffe：https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434317293-vente-privee-com-

930101B004910000.html 
29 公式な発表ではなく商事裁判所書記課サイトInfogreffeに掲載の2016年売上と2017年売上から算出の数字 
30 一般消費財に関する業界週刊誌・情報サイトLSA掲載の記事：https://www.lsa-conso.fr/info-lsa-vente-

privee-ouvre-sa-marketplace,284416 
31 https://m.vente-privee.com/w2/index.html#operation/83186/s/p/14968966 

www.vente-privee.com/
https://www.fnac.com/marketPlace/vendeurs-partenaires-fnac%23bl=footer
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434317293-vente-privee-com-930101B004910000.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434317293-vente-privee-com-930101B004910000.html
https://www.lsa-conso.fr/info-lsa-vente-privee-ouvre-sa-marketplace,284416
https://www.lsa-conso.fr/info-lsa-vente-privee-ouvre-sa-marketplace,284416
https://m.vente-privee.com/w2/index.html%23operation/83186/s/p/14968966
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ストックやバーゲン品を安価で販売する。イベント性を持たせる

ため、販売開始時間が告知され、販売期間も3〜5日間のみに限定

されている。出品者数は7,000社。ディスカウント率は50-70％32。

世界は14カ国に進出。会員数は合計7,200万人。 

マーケットプレイスでは、現時点ではインテリア分野とワイン

（140種類）のみを取り扱っているが今後拡大予定としている。 

 

5. Carrefour 

社名 Carrefour カルフール  

URL 宅配サービス：https://ooshop.carrefour.fr 

ドライブ・店頭受取り：https://courses-en-ligne.carrefour.fr 

家電・アパレル・インテリアなど: https://www.rueducommerce.fr 

グループ傘下のリュドゥコメルスが運営 

売上額 2016年は857億ユーロ（税引前）、 

2017年は882億ユーロ（税引前）33（いずれもマーケットプレイス

での第3者（出品者）の売上を含むグループ売上） 

売上げに占めるマーケットプレイスのシェアは不明 。 

成長率 為替調整済みで前年比 +1.6%（2017年）34 

市場シェア（インタ

ーネットユーザー） 

月間平均ユニークビジター数：約985万人。 

ネットユーザー数に占めるビジター数の割合：18.8％。 

販売形態 実店舗とモール型サイト（マーケットプレイス型） 

https://www.rueducommerce.frでは越境EC可能。 

主要取扱品目 食品および非食品 

日本産商品（食品/

非食品）の取扱の有

無 

有り。非食品ではハイテクあるいは家電関係で多数（日本製）。

ほか包丁や茶碗（日本製）、鉄瓶（日本製）などの取扱い。 

日本食の詳細 

（取扱がある場合） 

ウィスキー（ニッカウヰスキーの竹鶴など）、日本酒の取扱いは

なし。仏のTanoshiや非日系メーカーSuzi Wan35などの寿司、茶、

醤油、ラーメン、インスタント味噌汁、うどん、豆腐などがあ

                                                        
32 https://careers.vente-privee.com/entreprise/ 
33 カルフール2017年決算報告：http://www.carrefour.com/sites/default/files/communique_fy_2017_francais_0.pdf 
34 カルフール2017年決算報告：http://www.carrefour.com/sites/default/files/communique_fy_2017_francais_0.pdf 
35 元々はオランダのメーカーで現在は米MARS傘下。 

https://ooshop.carrefour.fr/
https://courses-en-ligne.carrefour.fr/
https://www.rueducommerce.fr/
https://www.rueducommerce.fr/
https://careers.vente-privee.com/entreprise/
http://www.carrefour.com/sites/default/files/communique_fy_2017_francais_0.pdf
http://www.carrefour.com/sites/default/files/communique_fy_2017_francais_0.pdf
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る。また、海外製造の日系メーカーやカルフールPBの醤油も有

り。 

その他の基礎的情報 フランスの食品小売大手。1959年創業。世界30カ国以上に進出し

て1万2300万の店舗（主にハイパー、スーパー、コンビニ型店

舗）を有する。従業員数は世界で37万4478人。非食品向けマーケ

ットプレイスとして傘下に家電ECサイトリュドゥコメルス、ショ

ールーム・プリヴェ36（ブランドのデッドストックECサイト、

2018年買収）がある。カルフールは2018年6月に米グーグルとの

提携を発表、AI（人工知能）技術の開発で協力し、グーグル・ア

シスタントを通じた注文サービスなどを開始する。 

2018年内には、グーグルの各種プラットフォームを通じたカルフ

ールの非食料品の取り扱いを開始する予定で、IT利用の拡販にも

注力。 

 

6. E.Leclerc  

社名 E.Leclerc ルクレール 

URL https://www.leclercdrive.fr/ 

売上額 372億ユーロ（2017年、車両用燃料を除く）37 

成長率 前年比 ＋2％（2017年）38 

市場シェア（インタ

ーネットユーザー） 

月間平均ユニークビジター数：約903万人。 

ネットユーザー数に占めるビジター数の割合：17.2％。 

販売形態 実店舗と自社販売サイト 

モール型サイトではないので越境ECの対象外。 

主要取扱品目 食品が主だが、非食品もあり。 

日本産商品（食品/

非食品）の取扱の有

無 

有り。非食品では日本製のハイテク製品や家電製品など。 

日本食の詳細 

（取扱がある場合） 

ウィスキー（ニッカウヰスキーの竹鶴とAll Maltなど）、非日系

メーカーの、緑茶、豆腐など。 

                                                        
36 https://www.showroomprive.com/ 
37 ルクレール2017年決算報告：https://www.mouvement.leclerc/sites/default/files/2018-

02/re%CC%81sultats_E.Leclerc_2017.pdf 
38 ルクレール2017年決算報告：https://www.mouvement.leclerc/sites/default/files/2018-

02/re%CC%81sultats_E.Leclerc_2017.pdf 

https://www.leclercdrive.fr/
https://www.showroomprive.com/
https://www.mouvement.leclerc/sites/default/files/2018-02/re%CC%81sultats_E.Leclerc_2017.pdf
https://www.mouvement.leclerc/sites/default/files/2018-02/re%CC%81sultats_E.Leclerc_2017.pdf
https://www.mouvement.leclerc/sites/default/files/2018-02/re%CC%81sultats_E.Leclerc_2017.pdf
https://www.mouvement.leclerc/sites/default/files/2018-02/re%CC%81sultats_E.Leclerc_2017.pdf
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その他の基礎的情報 1949年創業の仏流通小売大手。国内で681店舗（フランチャイズ

含む）展開。国外でも93店舗。従業員数は12万7000人39。実店舗

には、直販店もフランチャイズ制店舗もあるが、ECサイトでは、

全てルクレールによる販売という形態を採用している。 

 

7. Leroy Merlin 

社名 Leroy Merlin ルロワ・メルラン 

URL https://www.leroymerlin.fr/ 

売上額 66億4,000万ユーロ40  

成長率 前年比 +25％（2017年）41 

市場シェア（インタ

ーネットユーザー） 

月間平均ユニークビジター数：約832万人。 

ネットユーザー数に占めるビジター数の割合：15.9％。 

販売形態 実店舗と自社販売サイト 

モール型サイトではないので越境ECの対象外。 

主要取扱品目 DIY商品（住宅設備、内装、インテリア、観葉植物など） 

日本産商品（食品/

非食品）の取扱の有

無 

有り。しかしながら日本の商品は数点のみで、タジマ社のナイフ

など 

日本食の詳細 

（取扱がある場合） 

なし 

その他の基礎的情報 1923年設立のDIY商品販売チェーン。本社はフランス北部のリー

ル。仏Adeoグループ傘下。従業員数は2万2,830人。店舗数は137

（うち7店舗はフランチャイズ）店舗面積は平均で6500〜17000平

方メートル。 

配送センター数は2拠点（Dourges（62）とValence（26））、取引

メーカーは3,000社以上。 

 

 

                                                        
39 ルクレール2017年決算報告：https://www.mouvement.leclerc/sites/default/files/2018-

02/re%CC%81sultats_E.Leclerc_2017.pdf 
40 https://france.leroymerlin.com/fr/chiffres-cles 
41 公式な発表ではなく商事裁判所書記課サイトInfogreffe（https://www.infogreffe.fr/entreprise-

societe/384560942-leroy-merlin-france-591098B00101.html）に掲載の2016年売上と自社サイト掲載の2017年

売上から算出の数字 

https://www.leroymerlin.fr/
https://www.mouvement.leclerc/sites/default/files/2018-02/re%CC%81sultats_E.Leclerc_2017.pdf
https://www.mouvement.leclerc/sites/default/files/2018-02/re%CC%81sultats_E.Leclerc_2017.pdf
https://france.leroymerlin.com/fr/chiffres-cles
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/384560942-leroy-merlin-france-591098B00101.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/384560942-leroy-merlin-france-591098B00101.html
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8. La Redoute 

社名 La Redoute ラ・ルドゥト 

URL https://www.laredoute.fr/ 

売上額 7億5,000万ユーロ（2016年）42 

成長率 不明43 

市場シェア（インタ

ーネットユーザー） 

 

月間平均ユニークビジター数：約756万人。 

ネットユーザー数に占めるビジター数の割合：14.4％。 

販売形態 実店舗とモール型サイト（マーケットプレイス型） 

欧州内に限り越境EC可能。 

主要取扱品目 ファッション・アパレル、インテリアなど 

日本産商品（食品/

非食品）の取扱の有

無 

包丁、フィギュア、カッター、アクセサリー、模型（戦艦など日

本製） 

日本食の詳細 

（取扱がある場合） 

なし 

その他の基礎的情報 設立は1837年と古く、1994年にECサイトが発足するまでは、カタ

ログによる通販事業を展開していた。2017年よりギャラリー・ラ

ファイエットグループの傘下に入り、現在世界25カ国に進出。販

売の80％以上をECにて実現している。自社製品の販売以外にパー

トナー企業の製品をマーケットプレイスで販売。現在は主に時

計、アクセサリー、コンピューターなどを中心に450店が参加し

ており、売上げの約15％を占める（2016年）44。マーケットプレ

イスへの出品は、ラ・ルドゥトが承認した企業のみ可能で、企業

の選定条件は厳しいとされる（承認されるのは出品申請業者の

１%程度45）。マーケットプレイスでの販売は、出品企業が配送

作業や顧客への対応を行う。顧客と出品企業間で問題が発生した

                                                        
42 https://www.laredoute-corporate.com/identite/faits-et-chiffres/ 
43 商事裁判所書記課サイトInfogreffeにも決算報告なし 
44 一般消費財に関する業界週刊誌・情報サイトLSA掲載の記事：https://www.lsa-conso.fr/la-renaissance-de-

la-redoute,256848 
45 インターネット情報サイトJDNの記事：https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1185039-la-

redoute-vs-zalando-deux-marketplaces-de-mode-a-la-lutte/ 

https://www.laredoute.fr/
https://www.laredoute-corporate.com/identite/faits-et-chiffres/
https://www.lsa-conso.fr/la-renaissance-de-la-redoute,256848
https://www.lsa-conso.fr/la-renaissance-de-la-redoute,256848
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1185039-la-redoute-vs-zalando-deux-marketplaces-de-mode-a-la-lutte/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1185039-la-redoute-vs-zalando-deux-marketplaces-de-mode-a-la-lutte/
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際はラ・ルドゥトが仲裁に入ることもある。パリやリヨン、リー

ルなどにはインテリア商品のショールームがある。 

 

9. Darty 

社名 Darty ダルティ 

URL https://www.darty.com/ 

売上額 36億6000万ユーロ（2016年）46 

成長率 前年比 +4,1% （2016年） 47 

市場シェア（インタ

ーネットユーザー） 

 

月間平均ユニークビジター数：約731万人。 

ネットユーザー数に占めるビジター数の割合：13.9％。 

販売形態 実店舗とモール型サイト（マーケットプレイス型） 

越境EC可能。 

主要取扱品目 家電全般、ゲーム、インテリアなど 

日本産商品（食品/

非食品）の取扱の有

無 

有り。 

Tokyo Design Studioの食器、包丁、玩具など。他、日本の家電メ

ーカー（ソニー、パナソニックなど）家電製品全般。 

日本食の詳細 

（取扱がある場合） 

なし 

その他の基礎的情報 1957年設立の家電販売チェーン。本社はパリ郊外のボンディ。

2016年にフナックにより買収。フランス国内の実店舗数は350店

（直営218店、フランチャイズ132店）。2015年から2016年の間で

ECでの販売は37%伸びた。ダルティは2014年からマーケットプレ

イスをスタート。出品企業はダルティが承認した業者のみ。発

送、アフターサービスなどは業者が担う。 

 

 

                                                        
46 一般消費財に関する業界週刊誌・情報サイトLSA掲載の記事：https://www.lsa-conso.fr/darty/2016/ 
47 一般消費財に関する業界週刊誌・情報サイトLSA掲載の記事：https://www.lsa-conso.fr/darty-confirme-sa-

bonne-forme-en-enchainant-une-troisieme-annee-de-croissance-consecutive,240747 （フナックとの統合（2016

年）以前の公式な数字は現在は公表されておらず） 

https://www.darty.com/
https://www.lsa-conso.fr/darty/2016/
https://www.lsa-conso.fr/darty-confirme-sa-bonne-forme-en-enchainant-une-troisieme-annee-de-croissance-consecutive,240747
https://www.lsa-conso.fr/darty-confirme-sa-bonne-forme-en-enchainant-une-troisieme-annee-de-croissance-consecutive,240747


 

21 

Copyright(C) 2019 JETRO. All rights reserved. 

10. Rakuten-PriceMinister  

社名 Rakuten-PriceMinister 楽天プライスミニスター48 

URL https://www.priceminister.com/ 

または https://fr.shopping.rakuten.com/ 

売上額 楽天はアマゾン同様、海外子会社の楽天プライスミニスターの売

上と営業利益を公表していない。 

成長率 不明 

市場シェア 

（インターネット

ユーザー） 

月間平均ユニークビジター数：約708万人。 

ネットユーザー数に占めるビジター数の割合：13.5％。 

販売形態 モール型サイト（テナント型49） 

越境EC可能。 

主要取扱品目 書籍、DVD、モード、ハイテク、ゲーム、コスメ、インテリアな

ど 

日本産商品（食品/

非食品）の取扱の有

無 

有り。 

書籍、DVD、着物、マンガ、ゲーム、包丁、緑茶、調味料、食

器、調理器具、風呂敷など。書籍、DVD、ゲームはほとんどがフ

ランス語版だが、日本語のマンガ、マンガ・アニメのアートブッ

ク、小説、手芸本、DVDなどの出品もあり。調理器具や風呂敷は

日本製が大半であるが、食器は日本製・非日系メーカー製様々。 

日本食の詳細 

（取扱がある場合） 

有り。 

日本産と非日本産の醤油、駄菓子 など主に仏国内の販売業者が出

品。日本メーカーのウィスキーも出品されているが、出品者は非

日系。他、非日系メーカーによる緑茶など。「ワイン、アルコー

ル、食品」カテゴリーでさらに「japon（日本）」の絞り込み検索

をすると26件ヒット、「japonais（日本製／日本の）」で9件ヒッ

トと出品数は少ない。 

                                                        
48 2018年よりプライスミニスターの商標は廃止され、段階的に楽天名義でサービスが開始されているが、

本稿では楽天プライスミニスターとする。 
49 楽天プライスミニスターサイト上では、自社のモールサイトを「マーケットプレイス（place de 

marché）」と記載しているところもあるが、実質的には店舗のカスタマイズなども可能でテナント型に近

い。 

https://www.priceminister.com/
https://fr.shopping.rakuten.com/
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その他の基礎的情報 設立は2000年、従業員数は250人50。2011年に楽天に買収された後

もプライスミニスター名義で事業を続けていたが、2018年、楽天

はプライスミニスターのブランド廃止を決め51、3月1日から段階

的に楽天名義のサービスに切り替えている。フランスでもポイン

トカードを導入して、アマゾンとの差別化を図っている。業者だ

けでなく、個人が出品することも可能。また、ルクセンブルクで

銀行免許を取得し、2017年より楽天ヨーロッパ銀行として商業銀

行業務を開始し、楽天プライスミニスター加盟店向けの決済や預

金、貸付サービスなどのサービスも提供する予定52としている。 

 

番外. Fnac Darty Groupe 

社名 Fnac Darty Groupe フナック・ダルティグループ  

URL www.fnacdarty.com/ 

売上額 74億ユーロ（2017年）うち47%をECで実現53 

成長率 前年比 +0.5％（2017年） 

市場シェア 月間1,990万のビジット数（フランスでは第2位） 

販売形態 実店舗とモール型サイト（マーケットプレイス型） 

越境EC可能。 

主要取扱品目 書籍・CD、家電、電子製品、インテリアなど 

日本産商品（食品/

非食品）の取扱の有

無 

フナックとダルティそれぞれの欄を参照 

日本食の詳細 

（取扱がある場合） 

フナックとダルティそれぞれの欄を参照 

その他の基礎的情

報 

2016年にフナックとダルティが統合してフナック・ダルティが設

立。店舗数は両社合わせて728店舗（海外も含む）。従業員数は

計2万6,000人（フランスのみでは1万9,000人）。一部の店舗には

ショップ・イン・ショップの形式でそれぞれの売り場を設けてい

                                                        
50 仏経済紙レゼコー（2014年2月12日付）記事：https://www.lesechos.fr/12/02/2014/LesEchos/21625-155-

ECH_priceminister-place-du-marche.htm 
51 仏日刊紙ルモンド（2018年2月27日付）記事：https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/27/rakuten-

abandonne-la-marque-priceminister_5263325_3234.html 
52 https://www.jetro.go.jp/ext_images/biz/special/2017/37d786f4de44651c/17.pdf 
53 http://www.fnacdarty.com/wp-content/uploads/2017/02/FNAC_DARTY_DDR2017_VF.pdf 

www.fnacdarty.com/
https://www.lesechos.fr/12/02/2014/LesEchos/21625-155-ECH_priceminister-place-du-marche.htm
https://www.lesechos.fr/12/02/2014/LesEchos/21625-155-ECH_priceminister-place-du-marche.htm
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/27/rakuten-abandonne-la-marque-priceminister_5263325_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/27/rakuten-abandonne-la-marque-priceminister_5263325_3234.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/biz/special/2017/37d786f4de44651c/17.pdf
http://www.fnacdarty.com/wp-content/uploads/2017/02/FNAC_DARTY_DDR2017_VF.pdf
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る。顧客数は3500万人以上、会員数は700万人。フランスの流通

で初となるクリック&ブリック方式を導入（ネットで注文し、商

品を店舗の専用ロッカーで受けとる）54。 

 

  

                                                        
54 http://www.fnacdarty.com/notre-groupe/fnac-darty-bref/ 

http://www.fnacdarty.com/notre-groupe/fnac-darty-bref/
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3. モール型越境ECサイトの出品手続き 

 

前章で、公共交通機関のチケット販売サイト、宿泊施設の斡旋サイト、C to Cを基本と

したオークションサイト、クーポンやバウチャーの販売サイトを除いたフランスのECサイ

ト上位10社を見てきたが、本章では、その中から、出品者の審査がなく、食品の出品が可

能なフランス国内向け越境ECサイトである、シーディスカウント、楽天プライスミニスタ

ー、アマゾン・フランスの3社について紹介する。 

 

フランス語が理解できない人でも、開設手続きができるようスクリーンショットでECサ

イトの画面を紹介しているが、サイトの仕様は頻繁に変更するため、本稿と違う画面・仕

様が出てくることが予想される。 

 

いずれのサイトでも、EUもしくはフランスの規則を順守する必要がある。食品を日本か

ら出品する際は、輸出可能な食品かどうか、事前に確認する必要がある。 

 

EU 食品輸出ガイドブック（ジェトロ） 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2018/b44bfbfb1ad278a8/eu_guide2017.pdf 

 

アルコール飲料の現地輸入規則および留意点：フランス向け輸出（ジェトロ） 

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-031019.html 

 

  

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2018/b44bfbfb1ad278a8/eu_guide2017.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2018/b44bfbfb1ad278a8/eu_guide2017.pdf
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-031019.html
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CDISCOUNT（シーディスカウント） 

 

越境可否と対象国 

 

出品者登録の際に選択できる国は200カ国以上で、その中に日本も含まれる。 

しかしながら、シーディスカウントで日本食の取扱いはあるものの、現在のところフラ

ンスまたはEU域内からの発送のもののみで、日本から食品を出品しているケースはない。 

また、シーディスカウントの販売はフランス国内に限られている。 

 

具体的な出品方法、出品手続き 

 

« 概要 »  

1. 出品者登録を行う。その際には以下が必要となる 

- 商業・法人登記の証明書（登記事項証明書） 

- 身分証明書のコピー 

- 実質的な受益者（経営者・株主など）の申告（formulaire de déclaration 

de bénéficiaires）55 

- 銀行口座情報 

- （登録者が）会社の責任者でない場合は代表者の身分証明書 

- 責任者による委任状 

2. 出品者のアカウントページ「Espace Vendeur（出品者スペース）」で商品をアッ

プロード 

3. 販売開始  

4. ユーザーによる購入 

- 商品が購入されると、その情報がメールにて出品者に通知される。出品

者は営業日 2 日以内に発注に対応しなければならない。まずは、発送が可能

か否か（在庫があるかなど）をシーディスカウントに通知する必要がある。

発送ができるとの通知を受け取り次第シーディスカウントは購入者の口座か

ら料金を引き落とす。シーディスカウントは 10 日ごとに売り上げ総額（販売

料金から手数料と税金を引いた額）を出品者口座に振り込む。 

                                                        
55 直接的あるいは間接的に25%以上の会社株式または議決権を保有する自然人、またはその他の手段を持

って、会社の経営や管理を行う機関や株主総会において意思決定権を行使できる自然人が、実質的な受益

者と見なされる。 
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5. 商品の発送 

 

« 出品者登録の詳細 »  

 

出店者向けのシーディスカウントウェブサイトhttps://marketplace.cdiscount.com/にて

「s’inscrire（登録する）」をクリックして出店者登録を開始する。 

https://marketplace.cdiscount.com/


 

27 

Copyright(C) 2019 JETRO. All rights reserved. 

 

登録したいメールアドレスを記入して「Valider（OK）」をクリックする。 

メールアドレスに登録申請画面に移動できるURLが送られてくるので、それをクリックす

る。 
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「Etape 1/4（ステップ1）」でコンタクトパーソン（担当者）の情報を記載する。コンタク

トパーソンが会社の経営者でない場合には、経営者の身分証明書のコピーをアップロードす

る。 

 

「Etape 2/4（ステップ2）」に移り、企業情報を入力する。「Raison sociale（会社名）」に

アルファベットで商業登録されている企業名を記載。 
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上の会社の名前に続き「Adresse du siège sociale（会社住所）」を入力 
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上の会社の住所に続き、会社の詳細情報を入力。 

 

会社の詳細情報に続き会社の存在を示す、発行から3カ月以内の証明書（登記事項証明

書）などをアップロードする。 
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「Etape 3/4（ステップ3）」に移り、銀行情報を入力する。ここで入力の銀行情報は、売上

の振込先の銀行口座。出品手数料など、シーディスカウント側への支払いを引き落とすクレ

ジットカードの情報は出品者登録が完了した後に、アカウントページ「Espace Vendeur（出

品者スペース）」にて行う（後述）。 
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銀行名と名義人に続き、銀行の詳細情報を入力。ここで入力が可能なのは、SEPA（単一ユ

ーロ決済圏）56内の銀行口座に限定されるために、SEPA内の銀行口座を持っていない場合に

は、Payoneerなどの決済サービスに登録し、そこで取得できるSEPA口座の情報を記載する。

詳細は後述。 

                                                        
56 SEPA（Single Euro Payment Area）＝単一ユーロ決済圏。主にEU加盟国において、国内外の区別なくユ

ーロ建ての決算ができる地域とその決済方法のこと 
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上の銀行情報を入力してから、最後にRIB（銀行口座証明）のアップロードを行う。RIBに

関しても、Payoneerなどの決済サービスを通すと手元にない可能性があるので、決済サービ

ス会社に問い合わせて入手しておく必要がある（詳細は後述）。 

 

「Etape 4/4（ステップ2）」に移り、シーディスカウントサイト内に表示するブティック名

を選んで入力する。この段階で「Mise à disposition（利用規約）」と「Charte des bonnes 

pratiques（グッドプラクティス）」への同意が求められる。 
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最後に全ての情報の入力やファイルのアップロードができたことを確認し（登録ページの

右上に出てくるバーが100％になる）、「Envoyer mon inscription（登録申請を送付）」する。 

 

登録申請後すぐに届く申請受付のメールに暫定的なアカウントとパスワードが記載されて

いる。これらを使って、申請の審査を行なっている間も、アカウントページにはアクセス可

能で、商品の出品準備などを開始できる。最初にログインする際に「Identifiant（ID）」と

「Mot de passe（パスワード）」は変更可能なので、変更しておく。 

申請内容に問題なければ-3日で正式な登録完了の旨がメールで送られてくる。 
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《 商品の出品の詳細 》 

 

シーディスカウントの出品サイトhttps://marketplace.cdiscount.com/にアクセスする 

 

アカウントページにログイン。 

 

https://marketplace.cdiscount.com/
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「Produit （商品）」から「Vendre un produit unitairement（一つずつ商品を売る）」をクリ

ック。 

 

ケース1：既にサイト内で販売される既出の商品を出品する場合 

EANコード（日本のJANコード）あるいは商品名を入力して「Recherche（検索）」。商品

が見つかったら、それをクリックして次の画面へ。 

 

例えば「Yuzu（柚子）」「Sauce（ソース）」で検索すると8件がヒット。その中に出品し

たい商品が既にあれば、それを選択して「Vendez le votre（貴社商品を売る）」をクリックす

る。 
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自社で売る際の条件を入力。 
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商品販売の条件を全て入力したら「publier cette offre（この内容で商品を表示）」をクリッ

ク。 

 

ケース2：新規に商品を登録する場合 

「Produit （商品）」から「Vendre un produit unitairement（一つずつ商品を売る）」をクリ

ック。「Créer un nouveau produit（新たに商品を作成）」をクリック。 
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ケース2-1：新規に商品を登録する場合/キーワードでカテゴリー検索 

出てくる画面の中で、出品したいカテゴリーを選択。キーワードから選択可能なカテゴリ

ーを探す時は「Par mots clés（キーワードを使ったカテゴリー検索）」をクリック。この例で

は「酒（sake）」と入力すると、「VIN – ALCOOL – LIQUIDES / ALCOOL / SAKE（ワイン – 

アルコール – 飲料 / アルコール / 酒）」カテゴリーが提案される。それで問題ければ

「Valider（OK）」をクリックして次の画面へ。 

 

ケース2-2：新規に商品を登録する場合／ナビゲータでカテゴリー検索 
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ナビゲータを利用して選択可能なカテゴリーを探す時は「Par navigation（ナビゲータを使

ったカテゴリー検索）」の下にあるカテゴリーを選ぶ。 

 

例えば最初に「EPICERIE（食品）」を選択すると、次にサブカテゴリーの選択肢が出てくる

ので、さらにそこからサブカテゴリーを選択。例えば「CONDIMENTS – SAUCE – AIDES 

CULINAIRES（調味料 – ソース – 調理補助）」を選ぶとさらにサブカテゴリーの選択肢が

出てくるので、適切なものを選択する。「Valider（OK）」をクリックして次の画面へ。 
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ケース2-1および2-2のいずれのケースでも、次には上のような画面で商品の詳細情報を入

力する。 

 

全て入力したら「Créer le produit（商品を作成）」をクリック。「保有ライセンス」には、

例えば「Alice au pays des merveilles（不思議な国のアリス）」や「Albator（キャプテンハー

ロック）」のような作品名から「All blacks」や「FC Barcelone」のようなチーム名、「フェ

ラーリ」「アリエル」といった製品ブランド名まで数百の選択がある。 
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まとめの画面が出てくるので、「Vendre ce produit（この商品を販売する）」をクリック。

次の画面は、上記のケース1の販売条件入力画面と同じ。 

 

出品登録した商品は上のバーにある「Produits（商品）」の中の「Gestion du Catalogue」の

中に入るので、内容の変更などはここで管理。 

 

出品者登録の解約は出品者側からはいつでも可能で、出品者のアカウントページ

「Espace Vendeur（出品者スペース）」から解約依頼を行う。解約依頼があった月の月末

に解約が行われる。ただし、解約から3カ月間は「Espace Vendeur（出品者スペース）」へ

アクセスができるので、その間は、出品者は購入者へのアフターケアを行わなければなら

ない。 

 

販売が可能な商品カテゴリーはhttps://marketplace.cdiscount.com/liste-categories-de-produits/

で閲覧が可能。「Epicerie」項目にて食品、「Vin-Alcool-Liquides」項目にてアルコールの

販売もできる。 

https://marketplace.cdiscount.com/liste-categories-de-produits/
https://marketplace.cdiscount.com/liste-categories-de-produits/
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自国にて商業登録を行っており、納税義務を果たしている法人あるいは自然人でなけれ

ば出品者登録を行うことはできない。 

 

販売はフランス国内に限定される（フランス国外への配送はできない）。 

 

日本からの越境ECの際の注意点 

 

1. 銀行口座： 

フランスなど、代金受け取り用口座登録が可能な国57に口座がない場合には、Payoneerな

どの決済サービスを利用する必要がある。実際にシーディスカウントのサイトでは

Payoneerや類似のサービスの利用を勧めるバナーが表示される58。 

 

Payonnerサービスの例 

Payonnerサービスに登録（日本語で可能）し、アカウントページに入ると、「受取り」

という欄があり、ここをクリックすると、プルダウンで「Global Payment Service」という

選択肢が出てくるので、さらにこれをクリック。 

 

 

 

                                                        
57 具体的にはSEPA（単一ユーロ決済圏）内の国にある銀行口座 
58 シーディスカウントの提携先の決算サービスとしてWorld first（https://www.worldfirst.com/en-fr/）、

Currency direct（https://www.currenciesdirect.com/en/）などが利用可能であるが、日本語での説明や日本語

で顧客サービスに対応しているのは2018年8月時点ではPayoneerのみ。 

https://www.worldfirst.com/en-fr/
https://www.currenciesdirect.com/en/
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出てくるページの「EUR」をクリックすると、ユーロ取引に利用可能な口座（特に登録

に必要な情報）が出てくる。 

 

 

シーディスカウントでは出品者登録の際に代金受け取り用のSEPA内銀行口座を登録しな

ければならず、その際に入力が必要な情報には、上記のようにPayoneerのアカウントペー

ジ内で即時に取得可能なものもあるが、アカウントページにはない情報（口座番号を有す

る銀行の所在地）の入力が必要な上に、RIB（銀行証明書）のアップロードも必要にな

る。Payoneerに問い合わせると、必要な情報や書類を送付してくれる。 

 

またPayoneerのようなサービスでは通常、代金の受け取りしかできないので、アカウン

ト登録が終わった時点で、出品者が、自発的に引き落としが可能なクレジットカード情報

を「Espace Vendeur（出品者スペース）」の個人情報変更ページで追加する。引き落とし

が可能なクレジットカードであれば、日本のカードでも登録は可能。 

具体的には、出品者スペースの中の「Réglages（設定変更）」に行き、さらに「Vos 

données personnelles et bancaires（個人情報と銀行情報）」の中の「（Informations 
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bancaires）銀行情報」にて、「Saisir mes coordonnées bancaires.（銀行情報を入れる）」の

項目で引落とし用のクレジットカード情報を入れる。 

 

 

メニューバーの「Réglage（設定変更）」から「Vos données personnelles et bancaires

（個人情報と銀行情報）」を選択。 

 

 

「Informations bancaires（銀行情報）」にて、「Saisir mes coordonnées bancaires.（銀行

情報を入力する）」をクリック。 



 

46 

Copyright(C) 2019 JETRO. All rights reserved. 

 

出てきた画面にクレジットカード情報を入力して「Ajouter et Valider（追加して

OK）」をクリック。 

 

フランスにある銀行での口座開設の可能性 

日本にいながら、フランスにある銀行に口座を開設することも不可能ではないが、フラ

ンスに支店を持つ日系の銀行では、個人の「非居住者口座」は開設できず、法人の「非居

住者口座」に関しても積極的ではない。理由としては、金融関連の国際的な法規が年々厳

しくなっていること、緊急な対応（例えばサイン権がある人による署名が必要な場合）に

応じることができない、といったことが挙げられる59。 

フランスの銀行では法人の「非居住者口座」の開設は可能とするところもある。必要な

書類や要件、手続きはケース（日本の企業の規模や形態）により異なるので、各行に問い

合わせの上、確認が必要。ただし、日系銀行の回答と同じく、金融国際取引に関する法規

が厳しくなっているので、ここ数年、以前は可能だった「非居住者口座」の開設を見合わ

せている銀行が多い模様60。 

 

 

 

 

                                                        
59 在仏の日系銀行2行へのヒアリングより。 
60 在仏の仏系銀行3行へのヒアリングより。CICは不可（CICの場合には、「居住地のある、または会社の

ある住所」を担当する支店でないと口座が開設できないことから必然的にフランス国内の住所が必要との

回答）。BNPパリバ銀行はできるとの回答。ソシエテ・ジェネラルは、以前は可能だったが、現在は法規

の強化で見合わせ中とのこと。 
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2. 日本の消費税 

日本への定額出品料と手数料の請求に際しては、後述のアマゾン・フランスとは違い、

日本の消費税は適用されない61。 

 

3. 販売者の付加価値税（VAT）の申告と納税 

シーディスカウントのフルフィルメントサービス（後述）を利用する出品者には、VAT

の申告・納税が義務付けられるため、フランスでVAT番号を取得して、申告・納税を行わ

ねばならない。シーディスカウントに問い合わせたところ、在庫をフランスに持たない場

合（フランス国外からの直接出荷を選ぶ場合）には、VATの支払い義務はないとの回答

で、現状、この点は後述のアマゾン・フランスとは若干見解を異にしている62。ただし、

後述のように、2021年にVATに関する法改正が施行されるため、今後運用が変更になる可

能性もある。 

 

フランスでのVAT番号の取得に関しては、 

 

Service des impôts des entreprises étrangères （SIEE : 外国企業税務課） 

10 rue du Centre 

TSA 20011 

93465 NOISY LE GRAND CEDEX 

Mail : sie.entreprises-etrangeres@dgifp.finances.gouv.fr 

 

が当局となるので、SIEEに取得申請をする。所定の申請用紙（Annexe 1）63に必要事項

（自国のVAT番号やと商業登記番号など会社の身元、代表者の身元情報、仏国内での事業

内容、代理人の身元、VAT関連の税務を扱う会計士の身元）を記載して、 

 

・ 自国のVAT番号を証明する書類（VATのない日本のような国は、所定の用紙への

VAT番号記入は必要なく、証明書類も必要ない） 

                                                        
61 シーディスカウントへの問い合わせに対する回答。 
62 シーディスカウントへの問い合わせに対する回答。ただし厳密に言うと、直接出荷の場合でも、配送・

通関業者を利用した場合には、インコタームズDDP条件で配送すると消費者の手元に商品が届くまでは在

庫扱いとなることから、本来はVATがかかるという考え方もある。直接出荷の場合で郵便サービスを利用

する場合には、この限りではない。 
63 所定の用紙の入手に関しては、Service des impôts des entreprises étrangères （SIEE : 外国企業税務課）に

コンタクトをして送付してもらうか、あるいは、以下のURLでもダウンロード可能。
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/1984-sd/2015/1984-sd_1377.pdf 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/1984-sd/2015/1984-sd_1377.pdf
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・ 商業登記事項証明書 

・ 法人の場合には定款のコピーと主要項目に関しての翻訳（法定翻訳でなくても良

い） 

・ 自然人（個人事業主）の場合には身分証明書のコピー 

・ 代理申請人がいる場合には、会社の代表者からの代理人への委任状 

 

を添付の上、上記の住所に郵送する（郵送以外は受け付けていない）。 

外国の企業は代理申請人を付けることが必須となる。 

 

その後、少なくとも1カ月程度の審査機関を経て、VAT番号が付与される。 

取得したVAT番号を元に、仏税務当局（https://www.impots.gouv.fr/portail/international）に

て、オンラインで申請・納税を行う。 

 

後述のようにシーディスカウントサイトの価格表示は税込となるので、販売の際には自

分でVATを加味した商品価格を設定するようにしなければならない。販売により徴収した

VATは、納税の際にシーディスカウントに対して支払ったVATと相殺できる（詳細は後

述）。 

 

2021年VAT改正に関して 

 

EUは、 

- 越境取引の簡素化（ワンストップ申告制度の適用対象を広げ、小企業の事務負担を軽減） 

- VAT 不正防止（VAT 申告・納税義務を出品者からインターネット販売の便宜を図るサイ

トのオペレーター、つまりマーケットプレイス・プラットフォームなどに移すことによ

り、出品者と消費者と税務当局の事務負担を軽減し、VAT 徴収漏れを防止） 

- EU 企業に公正な競争を保証（少額商品の輸入 VAT 免除の廃止） 

を目的として、既存のVAT関連規則・指令を変更するEU指令2017/2455を2017年12月5日

に採択した。これにより2019年と2021年にEU域内のVAT制度が改正される。2019年の改正

に関しては電子サービスが対象となり、ECサイトでの物販に関わるVAT制度に変更はな

い。ECの対象となるのは、2021年1月1日からの適用が予定されているVAT制度の改正で、

主な改正点は次の通りとなる。 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/international
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EU内通信販売 B to C 

EU内B to C通信販売64では、各国が独自に定めていた自国VAT適用の基準額が廃止さ

れ、一律1万ユーロとなる。 

あるEU域内国居住の個人向け販売額が1万ユーロに達するまでは、ベンダー（販売者）

所在国のVAT、それを超えると購入者居住国のVATが適用されるようになる。EUの販売者

はVAT MOSSシステム65を利用できるようになる。 

 

マーケットプレイス、プラットフォーム、またそれに類するシステムを利用した物品販

売 

マーケットプレイス、プラットフォーム、ポータルまたはそれに類するシステムを利用

した物品のインターネット販売の便宜を図るサイトのオペレーターは、以下の場合に、オ

ペレーター自身が物品を受領し販売したと看做され、オペレーターがVAT申告・納税義務

を負うことになる。 

- 150 ユーロ以下の商品が EU に輸入され個人に販売された場合、または 

- EU に所在する商品が EU 外のベンダー（出品者）から個人へ販売された場合（従って EU

に在庫を有することになる、フルフィルメントサービスはこの措置の対象となる） 

 

少額商品の輸入VAT 

現在の22ユーロ未満の商品に対する輸入VAT免税措置は廃止される。販売者は上記の

VAT MOSSシステム利用を選択すれば、150ユーロ以下の商品の輸入VAT免税措置を受け

られる。VAT MOSSを利用する場合、購入者居住国のVATを記載した請求書の発行が必要

となる。 

 

従って、基本的には2021年のVAT制度改正後には、150ユーロ以上の商品がシーディス

カウントサイトで販売された場合、またはフルフィルメントサービスを利用の場合に、シ

                                                        
64 現状ではフルフィルメントサービスを利用するとVAT制度上、この「EU内BtoC通信販売」に該当 
65 VAT MOSS（mini-one stop shop）システムとは、EU諸国へのVAT申告・納税がワンストップでできる

システム。EU VendorまたはEUと税関相互支援協定を締結した国（日本も含まれる：

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/international_customs_agreements_fr）のベンダー

（販売者）は、150ユーロ以下の商品を輸入する際、VAT MOSSシステムを利用することが可能。ベンダ

ー（販売者）がVAT MOSSシステムを利用しない場合、通関代行者が輸入者の代わりにVAT MOSSでの申

告・納税を行える。物品税（droit d’accise）課税対象である煙草やアルコールはVAT MOSSでの申告不

可。 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/international_customs_agreements_fr
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ーディスカウントがVATの徴収・納税義務を負うこととなるため、海外在住の販売者には

現状と異なる条件を今後課す可能性も考えられる。 

 

4.  遠隔販売におけるクーリングオフ 

フランスでは、遠隔販売におけるクーリングオフ期間を14日間と定めており、この期限

内に購入者が商品やサービスを返品する場合には、販売者は先に支払われた代金を返済し

なければならない。原則的には、返送料金は購入者負担であるが、販売者との契約におい

て別の取り決めが行われている場合には（後述のアマゾン・フランスの食品・飲料やアル

コール販売のケースなど）その限りではない。クーリングオフは、フランスの国内法規で

定められているため、後述の楽天プライスミニスターおよびアマゾン・フランスでも条件

は同じとなる。しかしながら、大手小売などでは販売者が送料負担することが慣習となっ

ているため、事前に返送料金を販売者が負担しない旨を注意書きしていることが望まし

い。 

 

5.  EU一般データ保護規則（GDPR） 

EU一般データ保護規則（GDPR）についてシーディスカウントでは、自社で収集する個

人データに関するプライベートポリシーはあり、出品者に対して個人情報保護ポリシーを

読了し、それを承認する手続き（オプトイン）を求めている。出品者に対してのGDPR順

守は、個別には記載されていないが、「EU規則を全般に順守」することが求められること

から、結果的には対応が必要となる。 

 

欧州のモール型サイトに出品する者は、GDPRの対象となる者（EU市民）の個人情報を

取り扱う（収集・処理・保存する）場合、GDPRを順守しなければならない。 

GDPRでは、個人データに関わる関係者を、データ主体（ユーザー）、データ・コント

ローラー（管理者）、データ・プロセッサー（処理者）に分けており、データ主体とは、

EEA（欧州経済領域、EU28カ国＋ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン）の市

民を指し、データ主体に関する個人情報を意図的に収集・保持する場合、欧州域外の組織

であってもGDPRの対象となる。GDPRによると、個人情報とは、直接間接に個人を特定す

ることを可能とする情報とされており、注文された商品を発送するのに必要な氏名および

住所は、この「個人情報」にあたる。また、商品の代金の徴収に必要なクレジットカード

番号も個人情報であることから、出品者が自ら代金の徴収を行う場合、個人情報保護の必
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要性はさらに高まる。出品者ではなく、モール型サイト運営者が代金を徴収する場合で

も、決済に関する情報が出品者に移転される場合は同様の扱いとなる。 

 

GDPRによって、企業にとって従来のEUデータ保護指令よりも強化された点は、以下の

通り： 

 

1）透明で適切なプライバシーポリシーの提供 

2）データ収集・処理に対する明示的な同意の取得 

3）インターネット上での忘れられる権利の保障 

4）データ・ポータビリティの権利の保障 

5）プロファイリングへの拒否権の保障 

6）16歳以下の利用者に関する保護者の同意（加盟各国により年齢上限の引き下げが

可能） 

7）問題発生時の報告・連絡（「可能な限り72時間以内」） 

8）データ保護影響評価 

9）監督機関による高額の制裁金 

10）DPO（データ保護責任者）の設置 

 

うち、特に2）が重視されているが、モール型サイトの場合は、出品者の代わりに、サ

イト側がユーザーから同意を得ればよいと考えるのであれば、出品者側は特に何らかの対

策を取る必要はない。 

 

EUから日本への個人データ移転は、日本がEUから個人データ保護の十分性認定を得て

いないので原則的には違法だが、拘束的企業準則（BCR、Binding Corporate Rules）か、標

準契約条項（SCC、Standard Contract Clauses）を利用すれば合法的に可能となる。BCR

は、取得のためには困難な条件をクリアすることが必要であり、日本企業では楽天だけが

認証を得ていることが示すように、リソースに余力のある大企業向けと言えるものであ

る。一方SCCは、欧州委が策定した個人データ移転に向けたモデル契約であり、BCRより

は利用しやすいが、グループ全体で一回認証を得ればよいBCRと比べると、個々のデータ

処理に関して契約を結ばねばならないのでより煩雑になる。 

ただし、BCRとSCCを利用せずとも、例外的ケースとして、1）データ主体が、EU域外

への個人データ移転がもたらし得るリスクを知りながら、明確な同意を与えた場合、2）

個人データ移転が、データ主体とデータ・コントローラーの間の契約の遂行、あるいは、
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データ主体の求めにより実施されるべき契約前の事前措置の実現に必要な場合、3）個人

データ移転が、データ主体の利益のためにデータ・コントローラーと、ある別の自然人／

法人の間で結ばれた契約の締結、あるいは遂行に必要な場合、4）個人データ移転が重要

な一般の利益のために必要な場合、5）データ移転が、法的権利の確認、行使、あるいは

防護のために必要な場合、6）データ主体が同意を与えることが身体的、あるいは法的に

不可能なとき、データ主体、あるいはその他の人々の最重要な利益の保護に必要な場合な

どには、移転が可能とされている。ここで、データ主体（購入者）とデータ・コントロー

ラー（出品者）の間の物品・サービスの売買を、両者間の契約に基づいたものと解すれ

ば、2）あるいは3）に該当し、EUから日本へのデータ移転は可能だと見られる。 

 

いずれにせよ、EUから日本に移転されたデータは、GDPRの対象となるので、出品者側

は、GDPRを理解した上で、以下の措置を講じる必要がある。 

 

- 個人データの処理および保管に当たり、適切な安全管理措置を講じなけれ

ばならない。 

- 処理を行う目的の達成に必要な期間を超えて個人データを保持し続けては

ならない。 

- 個人データの侵害（情報漏えい）が発生した場合、 その旨を監督機関に対

し 72 時間以内に通知しなければならない。 

- 定期的に大量の個人データを取扱う企業などでは、データ保護オフィサー

（Data Protection Officer）を任命しなければならない。 

 

なお、GDPRの趣旨は、個人情報処理に関するこれまでの事前届出制を廃止し、企業・

組織の負担を軽くする代わりに、個人情報保護に関する態勢を整えることを求めるという

ものであり、CNIL（仏個人情報保護機関）への届け出や許可申請は、医学研究に関するも

の以外は全て廃止される。従って、日本からのモール型サイトへの出品者には、CNILへの

届け出や許可申請は必要ないが、GDPRに適合することは求められる。 

 

出品費用、その他必要経費、サイト内における広告宣伝費 

 

通常の出品基本月額料金（「Basic Pack」広告なし）は税抜き39.99ユーロ、「シーディ

スカウント・プロ（Cdiscount Pro：一般消費は向けではなく業者向けの販売を専門とするB 



 

53 

Copyright(C) 2019 JETRO. All rights reserved. 

to Bのマーケットプレイス）」にも出品したい場合には税抜き59.99ユーロとなる。なお、

B to Bのマーケットプレイス「シーディスカウント・プロ」のみの利用の場合には39.99ユ

ーロとなる。 

出品基本料金は、出品者登録の完了と同時に発生し、毎月1日に登録したクレジットカ

ードからの引き落としになるが、シーディスカウントサイトで商品の売買があった場合に

は、基本料金は出品者への支払い分と相殺される。従って販売収入が出品基本料金を上回

っていれば引き落としはされない。 

 

販売手数料は、「（税込販売料金+運送料）x カテゴリーごとに設定される料率」によ

り計算される。手数料の料率は、いくつかのカテゴリーを除いて、15％に設定されてい

る。食品「Epicerie（アルコールを除く食料）」は15％であり、アルコール類は例外のカテ

ゴリーに入っており、料率は10％に設定されている。 

 

手数料には最低料金が設定されており、販売された商品につき1.29ユーロに設定されて

いる。また中古品を販売したい場合には、料率が2ポイント加算される（例：新品のイン

テリア関連商品の料率は17％だが中古品は19％、新品の小型家電の料率は12％だが中古品

は14％）。 

料率の詳細は：http://marketplace.cdiscount.com/tarifs/ にて確認できる。 

 

広告表示の申込みは任意で、39.99ユーロの基本月額料金と広告・宣伝を含めたパックが

4種類（下記のEagle、Leopard、Dragon、Licorne）用意されているので、希望する場合に

は、「Cdiscount Ads」の中から受けたいサービスパックを選択する。 

広告・宣伝のサービスでは、商品の掲載場所（検索時にトップページなど見やすい位置

に掲載）や「Exellence（良品）」マークなどをつけることで、消費者の関心や信頼を拡大

する。商品の掲載場所の最適化は「スポンサー商品（produit sponsorisé）」と呼ばれ、出品

者用ページにて商品ごとに、上限額（予算）と入札額（入札額が高い商品ほど良い位置に

掲載）を割り当てる。1クリックごとに入札額分の料金が発生する仕組みとなっている。 

 

前述のとおり、基本定額出品基本料込みで「Eagle pack」は月額59.99ユーロ、「Leopard 

pack」は月額99.99ユーロ、「Dragon pack」は月額299.99ユーロ、さらに大口の出店者のた

めに月額1999.99ユーロの「Licorne pack」が用意されている。「Licorne pack」はバナー広

告やより目立つ広告、出品者からの要望に対するVIP対応などを提供する。パックの解約

http://marketplace.cdiscount.com/tarifs/
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や変更は随時可能。シーディスカウントが提供するの広告つきサービスパックは以下の通

り。 

 

 Licorne pack Dragon 

pack 

Leopard 

pack 

Eagle pack 

月額価格 1999.99 ユー
ロ 

299.99ユー
ロ 

99.99ユー
ロ 

59.99ユー
ロ 

通常の月額出品料 込み 込み 込み 込み 

「Execellence（良品）」

マーク付与 

込み 込み 込み 込み 

Myshop機能の利用（シ

ーディスカウントサイト内

の自社テナントスペースの

カスタマイズ） 

込み 込み 込み 込み 

スポンサー商品化（サイ

ト内の表示位置の最適化）

クレジット 

1000ユーロ
分 

159.99ユー
ロ分 

79.99ユー
ロ分 

X 

トップセールスの統計 込み 込み X X 

Quality ScoreCard（出品

者の販売実績の分析結果） 

 込み X X 

フルフィルメントサービ

スまたはスポンサー商品化 

200ユーロ分 200ユーロ
分 

X X 

Fastpass（新商品のデー

タアップデート処理の優

先） 

込み 込み X X 

アカウント担当者の付与 込み 込み X X 

新サービスへの優先的な

アクセス 

 込み X X 

プレミアム広告クレジッ

ト（バナー・リンク・検索

トップ・トップ画面での表

示） 

込み X X X 

商品への2時間以内の回

答など出品者へのVIP対応 

込み X X X 

*ただしLicorne packの「Execellence（良品）」マーク付与は最初の1か月のみ 

 

販売価格の決定方法、マージン率、代金決済方法などの金銭に関する規定 

 

販売価格の設定は任意。ただし「Charte de bonnes pratiques（グッドプラクティス憲

章）」では、表示される商品価格には、発生するあらゆる公租公課（VATなど）および関

税を含めた価格を表示すること、配送料についても出品者が自身の負担額を考慮して任意

に設定するとしている。ただし、これは配送業者・通関業者を利用すると輸入VATや関税

といった公租公課は配送元である出品者が負担し、国際郵便サービスを利用すれば購入者

に公租公課の支払い義務が生じる可能性がある、という原則を加味したものではなく、配

送業者・通関業者を使用することを想定して規定されているものと思われる。 
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実際、シーディスカウントはフルフィルメントサービスの利用を推奨しており、直接出

荷の場合にはシーディスカウントは、配送元と受取人の間の配達に関わる係争には一切関

わらないとしていることから、直接出荷する場合には購入者に二重に公租公課支払いが生

じないよう注意する必要がある。 

 

マージン率に関しては特に規定はない。 

 

代金の支払いは10日毎（毎月5日、15日、25日）に登録したSEPA内銀行口座に振込が行

われる。引き落としが必要な場合には、出品者登録後に登録するクレジットカードから引

き落としが行われる。 

販売手数料の支払いも10日ごとに請求される（毎月10日、20日、毎月最終日）。 

 

商品発送（納品、在庫、配送）に関する規定および費用 

 

1. フルフィルメントサービスの利用 

出店登録者は、商品の保管、梱包、出荷、カスタマーサービス、注文のフォロー、返品

がある場合の受取り処理などをシーディスカウントが代行してくれるフルフィルメントサ

ービスを受けることができる。在庫のミニマムロットや点数の下限もなく、各種の手数料

が出品基本料金（月額39.99ユーロ）に加算される。必須の手数料は在庫保管料金と配送代

行料金（料金体系については後述）。その他特別な包装・返送・破棄などのオプションで

選べるサービスの手数料がある。 

フルフィルメントサービスを受けると、サイト上の商品紹介に「Exdédié par Cdiscount

（シーディスカウントから配送）」の文言が記載される。 

 

商品をシーディスカウントの在フランスの物流センターに預けることになるために、賞

味期限の短い食品などの場合には注意が必要。返品や破棄の依頼には、その旨を所定の形

式で通知する必要があり費用もかかる。食品に関して賞味期限を加味した納品などの条件

はないが、賞味期限切れの食品の自動的な廃棄などは行わないので、出品者側が返品や破

棄の依頼を自発的に行わなければならない。 

 

日本などEU外からのフルフィルメントサービスを利用の場合で、商品の在庫が欧州内に

ない場合には、商品をまずはフランスに輸出する必要がある。輸出にあたっては、コマー

シャル・インボイスを作成し、配送業者・通関業者（シーディスカウントのパートナーの
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配送・通関業者の利用も可能66）を選択して配送業者ら向けに商品を出荷する。出品者

は、通関書類にシーディスカウントではなく自社（または運送会社）を輸入者／荷受人と

して記載し、通関業者を指名する必要がある。 

物流センターへは、関連する全ての輸入関税、輸入VATなどの税金を出品者が負担する

DDP（関税込み持ち込み渡し）で商品を納品する。 

 

【配送代行料と在庫保管料の設定】 

フルフィルメントサービスを受けるにあたって必要な在庫保管料、配達代行料は以下の

通り。 

 

在庫保管料金67 

タイプ 期間 料金（税抜き）/m3/月 

エクスプレス（保管期間

が短いもの） 

2週間以内 0ユーロ 

スタンダード（通常の保

管期間） 

2週間〜3カ月以内 10ユーロ 

デリケートな商品（保管

期間が長くなり始めたも

の） 

3カ月〜6カ月以内 30ユーロ 

リスクのある商品（長期

在庫となるリスクがあるも

の） 

6カ月〜12カ月以内 90ユーロ 

長期在庫 1年以上 180ユーロ 

 

配達代行料金 

小型（30kg以内もしくは幅+奥行+高さ＝2メートル以内の荷物） 

重量 注文毎料金（税抜き） 

0〜249グラム 2.10ユーロ 

250〜499グラム 2.45ユーロ 

                                                        
66 配送業者・通関業者としては、シーディスカウントサイトでは提携先としてDHLとクロノポストの名

前をあげている。 
67 フルフィルメントサービスの料金は以下でも参照可能：https://marketplace.cdiscount.com/cdiscount-

fulfilment-fr/ 

https://marketplace.cdiscount.com/cdiscount-fulfilment-fr/
https://marketplace.cdiscount.com/cdiscount-fulfilment-fr/
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500〜999グラム 3.05ユーロ 

1〜1.99キロ 3.65ユーロ 

2〜2.99キロ 3.90ユーロ 

3〜4.99キロ 5.00ユーロ 

5〜11.99キロ 5.20ユーロ 

12〜14.99キロ 7.50ユーロ 

15〜19.99キロ 8.30ユーロ 

20〜24.99キロ 9.20ユーロ 

25〜30キロ 9.50ユーロ 

1.5〜2メートル以上の商品 +2.00ユーロ 

外部注文 +2.00ユーロ 

 

大型（30キロ以上もしくは幅+奥行+高さ＝2メートル以上） 

カテゴリー 注文毎料金（税抜き） 

0.65m3未満 0.65m3以上 

ソファ／家具 29.90ユーロ 34.90ユーロ 

大型家電 19.90ユーロ 29.90ユーロ 

ガーデンファニチャー 

野外用の遊具 

19.90ユーロ 29.90ユーロ 

ベッド 14.90ユーロ 29.90ユーロ 

その他 14.90ユーロ 24.90ユーロ 

型版外（3m3〜4m3） +5ユーロ 

型版外（4m3〜5m3） +10ユーロ 

 

出品者から倉庫までの配送プロセスについては、細かい指示がメールにて送付される。

配送料は公租公課を含めて全て出品者負担となる。 

 

フルフィルメントサービスにもミニマムロットのようなものはなく、商品点数の下限も

ない。重量については180キロ、容積については幅+奥行+高さが5メートル以内である必要

がある。非可燃性のものや度数が40度以上のアルコール飲料など、一部の商品はフルフィ
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ルメントサービスの対象外68。配達可能な地域はフランス本土（コルシカとモナコ含

む）。 

フルフィルメントサービスを利用すると、通常の国外からの出品では不可能な速達サー

ビスや荷物受取代行サービス69を受取人に提案することもできる。 

 

【オプションサービス料の設定】 

任意で選択できるサービスは以下の通り。 

オプション（任意）のサービス 

サービス 標準的な大きさの商品 容量の大きな商品 

返品（シーディスカウン

トから出品者） 

23ユーロ/時間 28ユーロ/時間 

廃棄 23ユーロ/時間 28ユーロ/時間 

ラベル貼り 0.15ユーロ/商品 0.20ユーロ/商品 

返品（購入者からシーデ

ィスカウント） 

4ユーロ/返品 出品者にかかった配送料

の150%* 

コンテナの荷下ろし 250ユーロ/20fコンテナ 28ユーロ/時間 

その他の手数料 23ユーロ/時間 28ユーロ/時間 

*出品者が準備、出荷、配送、納品などに支払った料金の総額 

 

フルフィルメントサービスを利用するとフランス国内に在庫が発生するために、前述の

通り、フランスを含めるEU内に拠点を持たない日本企業は、フランスの税務当局でVATナ

ンバーを取得して、VATの申告・納税を行わねばならない。 

 

VATとして支払った金額と、VATとして受け取った金額は相殺することができる。例え

ば10ユーロの商品をフランスで販売する際には、まず通関の際に商品価値である10ユーロ

の20％に相当する2ユーロの輸入VAT（商品によっては軽減税率が適用されるので20％以

下の場合もある）を支払う。その後、この商品をフランス国内で利益を含めて例えば20ユ

ーロで販売する際には、さらに国内VAT20％に相当する4ユーロを上乗せした価格を設定

                                                        
68 「Condition générales du service Fulfilment（フルフィルメントサービス一般規約）」のAnnexe1（Cestas倉

庫への配送条件）とAnnexe2（Andrezieu les sources倉庫への配送条件）それぞれの5. Restrictions stockage

（保管の制限）に保管を受け付けないもの、つまりフルフィルメント対象外の商品カテゴリーのリストが

記載。 
69 日本で言うところの「コンビニ受け取り」。フランスでは自営業者（小売店やクリーニング店など）が

荷物の代理受取サービスを提供している。 
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し、請求する（つまりVATとして4ユーロを購入者から受け取る）。納税のための税務当

局への申告の際には、2ユーロを払って4ユーロを受け取っている計算になるので、差額の

2ユーロを申告する。 

 

2. 直接出荷（フルフィルメントサービスを利用しない場合） 

フルフィルメントサービスを利用しない場合は、直接出荷となる。出荷に際しての配送

方法は自由70だが、前述のように配送業者・通関業者を利用すると輸入VATや関税といっ

た公租公課は配送元である出品者が負担し、国際郵便サービスを利用すれば購入者に公租

公課の支払い義務が生じる可能性がある、という原則を了解した上で配送方法を選択する

必要がある。 

特に、郵便での小包がフランスの税関によりビジネス目的であると判断されると、受取

人に輸入VATや関税が請求されるため、受取人の支払いがHP上で掲載されていた料金より

も高くなることからトラブルの原因となる可能性があるので注意が必要である。またフラ

ンスでの郵便事情を考慮した上で、郵便を利用する必要がある71。 

 

シーディスカウントでの販売継続にあたっては、クレームの発生率や納期の順守割合な

ど、購入者へのサービスが十分であるかどうか、納品や在庫の確保などサービス提供の各

段階で自動的な統計による監査があり、規定の最低サービス（後述）を確保することが求

められる。最低サービスが確保できない場合には、販売中止や出品者登録の削除などの罰

則が適用される。 

 

出品者は、購入の通知を受けてから営業時間で48時間以内にオーダーを処理しなければ

ならない。配送の準備期間は営業日で1日から10日の間で出品者により任意に設定され、

直接配送の場合、この期限に配送者への出荷を完了する必要がある。 

配送にかかる日数は、商品カテゴリーおよび配送方法、配送元の国に従って、デフォル

トで以下の通りに設定される。 

 

 

                                                        
70 しかしながら、シーディスカウントはフルフィルメントサービスの利用を推奨しており、配送業者・

通関業者を利用した直接出荷の場合を含めシーディスカウントは、配送元と受取人の間の配達に関わる係

争には一切関わらないというスタンス。 
71 フランスは一般的に郵便事情が悪い。例としては、受取人が在宅であっても受取人不在として荷物が返

送される、デジコードの記載がなく未配達となる、郵便局のストにより配達が大幅に遅延する、などが上

げられる。商品の破損なども日本よりも起こりやすい。 
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カテゴリー フランス 

最低/最長日数 

EU内 

最低/最長日数 

EU外 

最低/最長日数 

スタンダード 2/4日 2/7日 10/20日 

追跡可能な配送 1/3日 2/7日 10/20日 

大型の小包 2/7日 3/10日 10/20日 

店舗などでの商品

の取り置き・ピック

アップ 

2/4日 2/7日 - 

エクスプレス 1日 2日 3日 

出品者に与えられる「準備期間」と「配達期間」はシーディスカウントから出品者にオ

ーダーごとに通知され、出品者はこれを守る義務がある。 

 

配送期間（納期）については変更ができないが、配送の種類に関しては出品者が決める

ことができる。 

 

バーの「Réglage（設定変更）」から「Vos choix d’expédition（配送種類の選択）」を

選ぶ。 
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デフォルトでは「Suivi（追跡可能な配送）」と「Recommandé（書留）」が選択され

ているので、他の方法を追加あるいは変更したい場合には、それを選択して

「Enregistrer vos modifications（変更を保存）」をクリックする。 

 

 

禁止事項およびその他の規定 

 

1. 利用規約およびポリシー 

禁止事項や規定については、詳細が下記に記載されており、これらの順守が必要とな

る。 

 

・ 「Mise à disposition de Cdiscount Marketplace（シーディスカウントマーケットプレ

イス利用規約）」 

・ 「Charte de bonnes pratiques（グッドプラクティス憲章）」 
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・ 「Conditions Générales d’utilisation du Service（サービス利用一般条件72）」 

・ 「Conditions Générales du service Cdiscount Fulfilment（フルフィルメントサービス一

般条件）」 

 

これらの中では、上記に記してきた出品・販売上の規定に加えて、例えば、下記のよう

な規定がある。 

 

・ 出品者は、商業登記を行っている法人または自然人に限定。 

・ アカウントは 1 つしか持てない。 

・ シーディスカウントサイト内で、出品者が自身の EC サイトや販売ネットワークに

消費者を勧誘するような行為は禁止。 

・ 最後の取引（売買）から 6 カ月間、全く動きのない出品者のアカウントは、停止ま

たは解約となる可能性がある。 

・ 購入者とのやりとり、シーディスカウントサイト上の商品説明などに使う言語は

フランス語に限定される73。 

 

「Mise à disposition de Cdiscount Marketplace（シーディスカウントマーケットプレイス利

用規約）」および「Charte de bonnes pratiques（グッドプラクティス憲章）」において、フ

ランス消費法典をはじめとして、フランスおよび欧州の法規に決められる著作権・商標

権、第三者による寡占・独占契約など商品販売のために第三者が有する権利の順守義務、

ラベリングや表示に関する法規などを出品者が独自に順守する出品者の義務について言及

がある。従ってフランスおよび欧州の法規で商品安全や品質、輸出入規制に関するものは

独自に網羅して、それを守ることが必要となる。 

 

フランスおよび欧州の法規に関して、個別に明言されているのは以下の通り。 

 

・ 「1978 年 1 月 6 日付の法律 n°78-17」に決める個人情報保護の収集、処理、保管に関す

る法規の順守74。具体的には「出品者が取得し得た顧客の個人情報をシーディスカウン

                                                        
72 この規約は、宣伝・広告を利用する際の規約。 
73 シーディスカウントにはアマゾン・フランスのようなフランス語への翻訳サービスがないため、事前に

商品説明などをフランス語にしておく必要がある。また、シーディスカウントの販売はフランス国内に限

定していることから、購入者とのやりとりはフランス語を使用する必要がある。 
74「Charte de bonnes pratiques（グッドプラクティス憲章）」の中の「1. Les bonnes pratiques en matière de 

relation avec les clients（顧客との関係におけるグッドプラクティス）」および「Mise à disposition de 
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トマーケットプレイスでの販売に関連する義務の遂行以外における他の用途で使用し

ない」、「データ安全を保証できるようなハード・ソフト上のあらゆる手段を使うことな

どで、個人データの機密性と非侵害性を確保する」、「シーディスカウントマーケットプ

レイスでの販売に関連する義務の遂行に必要な期限を超えたら、顧客のデータを保管

しない」という規定がある。 

現時点では、新しい欧州個人保護法（GDPR）に対する言明は見られない75。 

 

・ 「消費法典」の順守。特に、身元に関する情報のやり取りに関する義務、契約の事前・

事後の情報のやり取りに関する義務、適合性の保証や瑕疵担保責任、クーリングオフ、

不正競争に関連する規則の順守76。 

 

・ 2001 年 12 月 3 日の欧州指令 2001/95/EC（製造物一般安全指令）77 

 

・ 第三者の知的財産権の尊重78 

 

・ 玩具・電化製品・食品については特に特殊な安全要件がある点を喚起79 

 

・ 法規の順守に関しては、製品そのものだけではなく包装容器や取扱説明書などの製品

情報文書において、製造上の安全要件や、規格を順守する義務について喚起80 

 

またサイト上で販売が禁止される商品として 

・ 第三者の所有権に抵触する物品 

                                                        
Cdiscount Marketplace（シーディスカウントマーケットプレイス利用規約）」のなかの「10. Protection des 

données personnelles」 
75 シーディスカウントに「GDPRの適用に際する出品者の義務」に問い合わせたところ、シーディスカウ

ントにおいて特に何らかの義務を出品者に求めるものではないが、一般的な法規の順守に関しては、専門

家に相談すること、との回答。 
76 「Mise à disposition de Cdiscount Marketplace（シーディスカウントマーケットプレイス利用規約）」5.2の

g項目 
77 Charte de bonnes pratiques（グッドプラクティス憲章）」の中の「3. Les exigences de sécurité des produits et 

santé des consomateurs（製品安全と消費者の健康に関する要件）」 
78 「Mise à disposition de Cdiscount Marketplace（シーディスカウントマーケットプレイス利用規約）」9.2、

「Charte de bonnes pratiques（グッドプラクティス憲章）」の中の「4. Les bonnes pratiques anti-contrefaçon

（模造品対策のベストプラクティス）」 
79 Charte de bonnes pratiques（グッドプラクティス憲章）」の中の「3. Les exigences de sécurité des produits et 

santé des consomateurs（製品安全と消費者の健康に関する要件）」 
80 Charte de bonnes pratiques（グッドプラクティス憲章）」の中の「3. Les exigences de sécurité des produits et 

santé des consomateurs（製品安全と消費者の健康に関する要件）」 
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・ 暴力や差別を高揚する物品 

・ 生きている動物 

・ 盗品 

・ 広告 

・ 医薬品、ドラッグ、麻薬効果があることを謳う物品、成分や植物 

・ 健康・安全・環境に危険を及ぼす可能性がある物品 

・ 公序良俗あるいは第三者の人権に抵触する物品 

・ その他シーディスカウントのイメージを侵害する可能性のある物品 

を挙げている。 

 

2. 最低サービス保証の順守 

 シーディスカウントでは以下のような最低サービスを保証しなければならない。最低

サービスが確保できない場合には、販売中止や出品者登録の削除などの罰則が適用され

る。 

 

「発注受容率」が97.5％以上でなければならない。「発注受容率」は 

購入者により発注されて出品者により出荷可能な商品の総数/ 

シーディスカウントから出品者に配送を依頼した商品の総数 x 100 

という数式で割り出される。つまりサイト上に表示されて購入者が発注できる在庫数が

出荷できる在庫数を上回っており、希望する数の商品を購入者が購入できない場合にこの

数値は下がる。シーディスカウントが購入者の発注に従って出品者に出荷を依頼してから

2日以内に出品者からの回答がない場合には、発注は取り消され、「発注受容率」が低下

する。 

 

「出荷率」が97.5％以上でなければならない。「出荷率」は 

出品者が出荷した商品の総数/ 

シーディスカウントに対して出品者が出荷可能と通知した商品の総数 x 100 

という数式で割り出される。出品者が準備期間内に出荷終了を通知しない場合には、

「出荷率」は低下する。 
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「準備期間の順守率」が96％以上でなければならない。「準備期間の順守率」は、 

準備期間内に配送されたオーダーの総数/ 

配送されたオーダー+準備期間がすぎても配送されなかったオーダーの総数 x 100 

という数式で割り出される。 

 

「クレーム率」が1％以下でなければならない。「クレーム率」は 

シーディスカウントサイトにてクレームが記録されたオーダーの数/ 

出品者が出荷可能と通知したオーダーの総数 x 100 

という数式で割り出される。 

 

3. アルコールと食品の販売可能性 

シーディスカウントではアルコールや食品の出品に関して、フランスおよび欧州の法規

を順守している限りにおいて自由としており、後述のアマゾン・フランスで規定されるよ

うな地域的な制限も、アルコール販売に際してサイト側からの認可を取る必要もない。た

だし、自社でフランスおよび欧州の法規について調べ対応する必要がある81。 

 

 

 

  

                                                        
81 JETROアルコール飲料の現地輸入規則および留意点：フランス向け輸出 

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-031019.html 

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-031019.html


 

66 

Copyright(C) 2019 JETRO. All rights reserved. 

Rakuten PriceMinister （楽天プライスミニスター） 

 

本稿では日本発楽天の海外向け越境ECサイトであるRakuten Global Marketではなく、フ

ランス発のプライスミニスターのモール型越境ECサイトである楽天プライスミニスターに

関して紹介する。また、2018年3月より楽天プライスミニスターの商標は廃止され、2018

年9月現在はRakuten名義でのサービスの提供に移行しているが、本稿では「楽天プライス

ミニスター」とする。 

 

越境可否と対象国 

 

一般規約「1.定義」の中に、「会員」の定義として以下の文章がある。 

 

「会員：法的に成年を迎えた満18歳、もしくは法的な保護者から適正な形で許可を受け

た満16歳の個人、またはあらゆる法人で、欧州連合（EU）の加盟国、欧州経済領域

（EEE）の合意に参加している国、またはマネーロンダリング・テロ資金対策について同

様の義務を課している第三国に居住する、もしくは登録しており、一般規約・電子マネー

に関する規約またはプロの販売業者に適用可能な規約を受け入れた上で楽天プラットフォ

ームを利用することのできるもの。」 

 

従って当該の国が「マネーロンダリング・テロ資金対策について同様の義務を課してい

る」限りでEU外からの越境ECは可能。会員登録は個人・法人ともに可能である。 

 

具体的な出品方法、出品手続き 

 

《 概要 》 

1. 出品者登録を行う。 

シーディスカウントやアマゾン・フランスと異なり、データ保護法とのコンプ

ライアンスについての承認手続きを経る。またSEPA内口座が必要になる点でシ

ーディスカウント、アマゾン・フランスと同じ。利益享受者（会社代表）の身分

証明書の提出が求められる。 

2. 出品者のアカウントページで商品をアップロード 

3. 販売開始  

4. ユーザーによる購入 
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商品が購入されると、出品者は72時間以内に確認メールを送付しなければな

らず、その後48時間以内に発送する必要がある。 

5. 商品の発送 

出品者は楽天プライスミニスターに関して商品の発送状況を報告する。 

 

《 アカウント作成 》 

以下では、プロ出品者82としてのアカウント作成について説明する。アカウント作成の

流れの概要は以下の通り。 

1. 楽天プライスミニスターサイト上でアカウント作成に必要な情報（会社名

など）を入力する。 

2. アカウントが作成され、次に承認段階に進む。承認に必要なメールが届く

ので、そこから再び接続する。 

3. プロ出品者として必要な詳細情報（発送方法、プロパッケージの選択、支

払い方法の選択など）について入力する。 

4. その後、アカウント作成を補完する幾つかの作業が必要となるが、これに

ついては後述の「アカウント作成に伴う手続き」において紹介する。 

 

 

楽天プライスミニスターホーム画面。右上の「Se connecter（「接続」）」の中の

「Nouveau ? Inscrivez-vous（新規登録）」をクリック。 

                                                        

82 法人の出店者と、法人格がなくともビジネスとして出品を行う個人の出店者を指す。 
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新規登録の画面。右上の「Je souhaite m’inscrire en tant que vendeur professionnel – En 

savoir plus（プロの出品者として登録を希望）」をクリックする。すると、出品者向け

（本例ではビジネスとして出品を希望する個人事業主または法人向けのプロ出品者の手

続きを紹介する）の新規登録画面に移動する。 
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プロの出品者向け新規登録画面。上から、「Dénomination sociale （会社名）」

「Forme juridique : 法的身分（SA:株式会社、SAS:単純型株式会社、Auto Entrepreneur:簡

易登録の個人事業主、EI:個人事業主）などから選択）」、Capital social （ ユーロ換算

の資本金）、Numéro SIREN（仏企業識別ナンバーの一つであるSIRENナンバー）、登録

国（以下の国から選択可：フランス本土、ドイツ、アルゼンチン、アンドラ、オースト

リア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、中国、キプロス、クロアチア、デンマーク、ス

ペイン、エストニア、米国、フィンランド、ジブラルタル、ギリシャ、グアドループ、

仏領ギアナ、香港、ハンガリー、インド、アイルランド、イスラエル、イタリア、日

本、ジャージー島、レユニオン島、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルク

センブルク、マレーシア、マルタ、マルティニーク島、モナコ、ノルウェー、オラン

ダ、ポーランド、ポルトガル、チェコ、ルーマニア、英国、シンガポール、スロバキ

ア、スウェーデン、スイス、台湾、タイ、バチカン）、VATナンバーを記入する欄があ

る。「登録国」でJapon（日本）を選んだ場合、SIRENナンバーおよびVATナンバーの記

入は求められない。 

その後、後半ではメール（確認のため2度記入する）、Nom de votre boutique （出品者

名＝店舗名の選択）、Mot de passe （パスワード）、Représentant légal（代表者名）

（Civilité : 性別、Prénom ：名前、 Nom : 苗字）を入力。最後に一番下のOKボタン

（「Valider mes informations」）を押す。 
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OKボタンを押してアカウントに接続した画面。新規登録すると右上に「Activer votre 

boutique（出店をアクティベート）」という通知が来るので、これをクリックする。 

 

登録メールアドレスに、「アクティベート用のメールが来ている」との通知が出る。 

 



 

72 

Copyright(C) 2019 JETRO. All rights reserved. 

 

メールボックスに上のようなメールが届くので「Finaliser l’ouverture de ma boutique

（出店の開店手続きを完了）」のボタンをクリック。このリンクがうまく作動しない場

合は、その下の「Ouvrir ma boutique（自分の出店を開始）」をクリックし、その下にあ

るアクティベーションコード（Code activation）を入力する。 
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自動的にウィンドウが開き、「アドレスが認証された」との通知およびステップ1

（全8段階中）「アカウントの内容」が現れ、新規登録時に記入した情報（Dénomination 

sociale :会社名、Forme juridique :法的身分、Capital social :資本金、Numéro SIREN:フラン

スの企業識別ナンバーの一つであるSIRENナンバー、Pays d’exercice de l’activité:所在

国、No. de TVA: VATナンバー）を修正できる。先に記したように、登録国で「日本」

を選んでいる場合、SIRENナンバーおよびVATナンバーの記入は求められない。 

「Suivant（次）」をクリックすると、ステップ2「Mes modes d’expédition（配送方法

の選択）」が現れる。 
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ステップ2「配送方法」に移る。「Pays d’expédition（配送元国）」で配送元の国を選

ぶ。発送元の国としては以下がリストに掲載されている。フランス本土、ドイツ、アル

ゼンチン、アンドラ、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、中国、キプロ

ス、クロアチア、デンマーク、スペイン、エストニア、米国、フィンランド、ジブラル

タル、ギリシャ、グアドループ、仏領ギアナ、香港、ハンガリー、インド、アイルラン

ド、イスラエル、イタリア、日本、ジャージー島、レユニオン島、ラトビア、リヒテン

シュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マレーシア、マルタ、マルティニーク島、

モナコ、ノルウェー、オランダ、ポーランド、ポルトガル、チェコ、ルーマニア、英

国、シンガポール、スロバキア、スウェーデン、スイス、台湾、タイ、バチカン。この

中から「Japon :日本」を選ぶ。 

次に、購入者が選ぶことができる配送方法を選択する。選択肢としては以下がある。 

・ Normal（普通）：追跡システムや署名は必要ない。小さく、価値の低い商品に最

適。 

・ Suivi（追跡つき）：追跡用ナンバーがつく。署名は必要ない。 

・ Recommandé （書留）：価値が 60 ユーロ以上の商品には書留が義務となる。仏

国外への発送に利用できる。 

・ So Colissimo （プリペイド式）：大型の商品や仏国外への発送には使えない。 

・ Chronopost （プリペイド式）：大型の商品や仏国外への発送には使えない。 

・ Mondial Relay（プリペイド式）：大型の商品や仏国外への発送には使えない。 

・ Retrait（店舗受け渡し）：購入者との合意のもと、直接商品を店舗で手渡すこと
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ができる。 

 

配送元として「日本」を選んだ場合は、このうちNormalおよびRecommandéのみが可

能。 

 

以上を選び、「Suivant（次）」をクリック。ステップ3「Mes coordonnées fiscales （税

制上の住所）Mes coordonnées SAV （アフターサービス用・返品用住所）」が現れる。 

 

ステップ3「税制上の住所、アフターサービス用（返品用）住所」。必要事項を入

力。 

真ん中の「  Je souhaite utiliser la même adresse pour mes coordonnées SAV （retours 

produits）.（返品についても同じ住所を利用）」にチェックを入れると、アフターサー

ビス用住所についても同じ住所が登録される。「Suivant（次）」をクリックすると、ス

テップ4「Ma Rakuten Super Boutique（楽天スーパーブティック）」の設定画面が現れ

る。 
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ステップ4「楽天スーパーブティック（＝サイト上に掲載の店舗名）」の設定画面。

上からTitre de la Super Boutique（店舗名）、Sous-titre/Accroche（サブタイトル/キャッチ

コピー）、Texte de présentation（説明書き）を入力、Couleur des titres（カラー）も選択

する。後の修正が可能。「Suivant（次）」をクリックすると、ステップ5「Paiement de 

mes ventes（販売の支払い）」が現れる。 
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ステップ5「販売の支払い」では、「あなたが商品販売を承認した日に、楽天は購入

者の口座から対応する金額を引き落とします。引き落としが完了次第、楽天はあなたの

「Porte-Monnaie（電子マネー口座）」に相応分を入金します。すなわち支払いは簡単で

保証されたものです。この上で、あなたは入金された分を銀行口座に移動することを簡

単に（手数料なしで）要請できます。あなたが望んだ場合、「Porte-Monnaie（電子マネ

ー口座）」上のお金を楽天上であなた自身が購入するのに使うこともできます」との文

章が現れる。これを認める場合は「Suivant（次）」をクリック。ステップ6「Mon 

package pro （プロの出品者パッケージの選択）」画面が現れる。 
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ステップ6「プロの出品者パッケージの選択」画面。ProClassic、ProAdvanced、

ProPremium、ProAbsolute（詳細は後述）の中からパッケージを選択する（オレンジの

「Choisir（選択）」をチェック）。「Suivant（次）」をクリックすると、ステップ7

「Règlement des services dédiés aux vendeurs professionnels （プロの出品者向けサービスの

清算）」画面が現れる。 
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ステップ7「プロの出品者向けサービスの清算」画面。自動引き落としを勧める内

容。「月極料金といったプロの出品者向けサービス料金の請求は登録後10-40日の間にお

こなわれ、それから10日後に引き落とされます。その後は毎月引き落としが行われま

す。請求のたびに、登録されたEメールアドレスに請求書が送付されます」との内容。

一番下では、銀行口座がSEPA（単一ユーロ決済圏）圏内か、圏外かを選択する。Hors 

SEPA （SEPA圏外）にチェックを入れると、 

「次の段階でPayoneerの登録ページに移動します。Payoneerのアカウントをもってい

る方は、次の段階で接続して下さい。アカウントを持っていない方は、楽天からの振込

金が受け取ることができるよう、Payoneerへの登録を完了して下さい。完了ボタンをク

リックすると、あなたは楽天が、あなたのPayoneerアカウントから毎月複数回にわたっ

て月極料金、コミッション、楽天サービスなど、楽天との間の契約で定められた費用を

引き落とせるよう、Payoneerに指示を送ることを許可することになります。この許可

は、あなたが楽天との契約をinfopro@priceminister.comにメールを送付して解約するまで

有効です」とのメッセージが出る。通常、Payoneerの口座は代金受け取り専用で、その

口座からの引落としはできないが、楽天とPayoneerの間の提携により、楽天プライスミ

ニスターへの支払いに限っては引落としが可能83。 

 

「Suivant（次）」をクリックすると、最終ステップの「Questions pré-ventes （販売前

の質問について）」画面に移る。 

 

ステップ8「販売前の質問について」画面。商品に関心のある人からの質問を受け付

けるかどうか、との内容。受け付ける場合は、「J'accepte de répondre aux personnes 

intéressées par mes articles actuellement en vente.（現在出品中の商品に関心のある人の質問

                                                        
83 楽天プライスミニスターおよびPayoneerそれぞれへの問い合わせに対する回答。 
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に答えることを受け入れる）」のところにチェックを入れる。質問に対する回答がフラ

ンス語である必要があるかどうかについては現在のところ規定されていない。なお、以

上の設定は「Mon compte（自分のアカウント）」→「Mes informations（自分の情報）」

→「Mes préférences vendeur（自分の好みを設定）」のページから設定を変更することが

できる。 

「Ouvrir ma boutique（店舗をオープン）」をクリックすると、「自動引落の設定」画

面に移る。 

 

自動引落設定画面。上からBIC、IBAN、Numéro de téléhone mobile（携帯電話番号）を

入力する。携帯電話は、SMSを通じたコード受け取りに必要になる。「Continuer（継

続）」を押すと、引落とし承認画面に移る。 
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SMSで4桁のコードを受け取り、それを入力して引落依頼が間違ってないかを確認の

上で、「Signer（サイン）」を押す。「オンライン研修について」の画面に移る。 



 

82 

Copyright(C) 2019 JETRO. All rights reserved. 

 

「オンライン研修」についての説明画面。まず、一番上に「当社の販売チームが、あ

なたがプロの出品者の資格で楽天上で販売できるよう承認をします。このオペレーショ

ンには最大48時間かかります」とのメッセージが出る。プロの出品者の登録には、30分

の「オンライン研修」が義務となっている。「Voir les horaires et s'inscrire à la Welcome 

Session（「ウェルカムセッション」の時間をチェックし、登録）」をクリックすると、

研修登録画面に移る。 
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研修登録画面。Pseudo （アカウント名-ハンドルネーム）、Nom （苗字）、

Prénom （名前）（メールアドレス）、Société （会社名）を入力。またその下のタイプ

「E-Learning」、プログラム「Welcome-session」を選択。ただし、「登録できる時間」

の方は表示が現れず、この点は不明。楽天プライスミニスターサイト上の説明による

と、この申込をすると確認のメールが届く。そのメールから「GoToMeeting」というア

プリをダウンロード、楽天プライスミニスター上のログインを利用してこのアプリに接

続し、「Welcome Session」に参加する。このアプリにはチャット機能もついており、質

問もすることができる。 

  

研修「Welcome Session」について84 

30分、無料、仏語。オンラインで行われ、パソコンおよびインターネットアクセスの

みが必要。 

英語版はYoutube上

（https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wM78mBzBw7U）にある。 

                                                        
84 出所：https://services.priceminister.com/fr/premiers-pas/nos-formations 
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内容は 

・ アカウントの設定、出品の方法について 

・ 楽天プライスミニスターの出品者向けアフターサービス、取引・支払い・配達・

係争などの管理方法 

・ オンラインカタログの設定・管理方法 

・ 専門家によるアドバイス：店舗を盛り上げたり、顧客をキープするためのツール

の紹介など 

・ 楽天プライスミニスター上におけるマーケティング活動の紹介 

 

 

 

支払い用にクレジットカードを登録することもできる。トップページから、「Mes 

informations（自社情報）」→「Mes préférences vendeurs（出品者設定）」→「Règlement 

des services dédiés aux vendeurs professionnels（プロの出品者向けサービスの清算）」→

「Accéder à votre espace de gestion de prélèvement（自動引落管理のページへアクセス）」

→「Basculer vers du paiement carte（クレジットカードでの支払いに変更）」をクリック

すると、以上のページ（引き落としについて設定）にたどりつく。ここで、カードのタ

イプ、カード番号、有効期限、セキュリティコードを入力する。 
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《 アカウント作成に伴う手続き（追加情報、データ保護など） 》 

アカウント作成後、補完的な作業として複数の手続きが必要となる。 

1. 追加情報 

2. データ保護 

3. 「Porte-Monnaie（電子マネー口座）」に関する手続き 

 

1.追加情報 

サイトへの登録が承認されると共に、追加情報に関する複数のメールが送られてく

る。追加情報は2週間以内に回答する。 質問は英語。「Click here」をクリックし楽天プ

ライスミニスターサイトのページに移動。 
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質問のページ。 

・ 支払いに関するパートナー企業（E Services Group、Payoneer、Worldfirst、C2Corner、
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その他から選択） 

・ クレーム・キャンセル用およびアカウントマネージャー連絡用メールアドレスの

記入 

・ 緊急用電話番号 

・ 返品に関するオプション（プリペイド返送ラベルつきで返品、欧州の倉庫に返品、

返品しないから選択） 

・ 発送元の国 

・ 配達にかかる時間（20 日以内である必要がある。5-10 営業日（EU 内から発送も

しくは EU 外から特別サービスで発送）、10-20 営業日（EU 外から発送）、両方か

ら選択） 

・ 配達方法（DHL、Fedex、その他から選択） 

・ 無料配達を設定したいか（購入者がある一定額以上の商品を購入した場合、指定

した地域に関して配達を無料にするオプション） 

・ 発送先（フランス本土、フランス海外県含む、欧州、世界から選択） 

・ 主力商品のカテゴリー（ファッション、ハウス（食品含む）、ハイテク、メディ

ア、その他から選択） 

・ 具体的に販売したい製品の例（ブランド、商品タイプなど） 

・ 楽天上で販売したい SKU（最小管理単位） 

・ アプリケーションプログラミングインタフェース（API）を利用するか 

・ 他のマーケットプレイスで販売をしているか 

・ SEPA 内の銀行口座を持っているか 

・ スカイプ、WeChat の ID を持っているか 
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2.データ保護 

。登録が承認されるとデータ保護法とのコンプライアンスに関するメール（英語）が

届く。「I agree with this article（この条項に同意する）」をクリックすると、データ保護

法のコンプライアンスに関するページに飛ぶ。 
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2018年6月現在はまだフランスのデータ保護法についての内容になっている。下の「I 

undertake to respect the above requirements（上記の要求に同意する）」をチェックし、

Submit（送信）をクリック。 

 

確認ページ。 



 

90 

Copyright(C) 2019 JETRO. All rights reserved. 

 

3. 「Porte-Monnaie（電子マネー口座）」 

Porte-Monnaie（電子マネー口座）（アカウント上に作成される口座。楽天プライスミ

ニスターは、取引が成立した際、取引額からコミッション額を差し引いた額をこの口座

に振り込む。プロ出品者はこの口座にある残額を自らの銀行口座に移すこともでき、ま

たこの残額を使って自ら買い物をすることもできる）の口座作成に関して、身分証明書

（利益享受者つまり会社代表）の提示を求めるメール。「Transmettre ma pièce d’identité

（自分の身分証明書を提示する）」のリンクから手続きをする。 

 

《 商品の出品の詳細 》 

出品手続きの大まかな流れは以下の通り。 

1. 「出品する」のリンクから、カテゴリーを選択する。食品は、楽天プライ

スミニスターサイト上において「Maison、Electro、Deco（家、家電、デコ

レーション）」のカテゴリーに属し、「ワイン、アルコール、食料品」サブ

カテゴリーにまとめられている。 

2. ここで、2 種類の方法がある。人気のある商品には既にショートカットが

存在するので、それを用いる方法が一つ。ショートカットが存在しない場

合は、サブカテゴリーから情報を入力していく。 
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アカウントに接続し、右上のアカウントリンクをクリックすると、真ん中あたりに

「Mettre en vente un produit（商品を出品）」というリンクがある。これをクリックす

る。 
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「Que vendez-vous？（何を売りますか）」というページにたどりつく。「Nom ou 

code-barre de votre article」で商品名またはバーコードを入れて検索。あるいは「Toutes 

les catégories（あらゆるカテゴリー）」をクリックしてカテゴリーを選ぶ。食品の場合

には真ん中あたりの「Maison＆Electroménager（家＆家電）」をクリックする。 

 

リストを利用する場合には「Résultats pour cette catégorie（このカテゴリーの結果）」

ページにたどり着く。真ん中の「Toutes les sous-catégories（全てのサブカテゴリー）」

をクリックし、出てきたリストからサブカテゴリーを選ぶ。例えばアルコール類を出品

したい場合には、下から2番目の「Vins, alcools et épicerie（ワイン、アルコール、食料

品）」をクリックする。 
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「Résultats pour cette catégorie （このカテゴリーの結果）」ページ。上部には、人気の

ある商品がショートカットとして現れ、「Vendez le vôtre（あなたの商品を売る）」のボ

タンが表示される。また一番下には「Sélectionner une sous catégorie（サブカテゴリーか

ら選択）」の欄があり、Vin （ワイン）、Champagne （シャンパン）、Cidre（シード

ル）、Bière （ビール）、Spiritueux （スピリッツ）、Charcuterie（ハム類）、Produits 

laitiers （乳製品）、Epicerie sucrée （菓子類）、Petit déjeuner（朝食）、Epicerie salée

（塩味の食品）、Epices, sauces et condiments （スパイス・ソース・調味料）、Boisson 

sans alcool （ノンアルコール飲料）のカテゴリーが表示される （後者3者が表示されな

い場合は、「Voir plus de catégories :もっと見る」をクリック）。 
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出品方法1 ショートカットから出品する場合 

「Résultats pour cette catégorie （このカテゴリーの結果）」ページ上部にあったショー

トカットの一つの商品をクリックした結果たどりついたページ。価格についてはデフォ

ルトで価格が記入してあるが、これはもちろん変更可能で、自由に値段設定ができる

（この価格は販売中でも変更可能）。また、「他のプロの出品者は中古で449.99ユーロ

以上の価格を提示している」との表示がでる。またその下には「Neuf （新品）」

「Comme neuf （ほぼ新品）」から選択、数量の選択、購入者に手渡すことを許可する

かどうか、販売のアナウンスに入れるコメントを記入する欄がある。その上で、

「Publier mon annonce（アナウンスを出す）」をクリックし、出品完了。 
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出品方法2：カテゴリーを選択して出品する場合 

「Résultats pour cette catégorie （このカテゴリーの結果）」ページ下部にあった

「Boisson sans alcool（ノンアルコール飲料）」をクリックすると、このページにたどり

つく。上から「Titre de votre fiche produit（あなたの商品タイトル。具体的にわかるよう

に記す）」「Famille de produit（商品の種類）はハム類、菓子類、塩味の食品、朝食、ス

パイス・ソース・調味料、乳製品から選択）、「Type （商品タイプ）」はBoisson 

aromatisée （アロマのついたドリンク）、Boisson chocolatée （ チョコレート味のドリン

ク）、Boisson énergisante （エネルギードリンク）、Eau （水）、Jus de fruits （ジュー

ス）、Sirop （シロップ）、Soda （ソーダ）から選択。「Sous-type（下部タイプ）」

「Marque （ブランド）」「Label （ラベル）（Bio :有機栽培、Fabrication artisanale :手作

り、Halal :ハラルなどから選択）」「Norme :規格（AOC、AOP、IGP、STGから選

択）」「Pays :国（リストには日本も含まれる）」「Poids net（重量）」「Descriptif 

détaillé du produit :商品の詳細について説明」「EAN（JAN）コード」について選択・記

入する。「Etape suivante （次のステップ）」をクリック。 
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サイトに表示される商品説明に関する選択をする。「Neuf （新品）」「Comme 

neuf （ほぼ新品）」から選択し、Commentaire de votre annonce （サイトに表示される商

品説明に入れるコメント）を決める。その下はPrix de vente （販売価格設定）、

Quantité （数量）、J’autorise l’acheteur de venir le retirer chez moi （購入者に手渡すことを

許可するかどうか）、を記入する。「Etape suivante（次のステップ）」をクリック。 

 

Votre référence cachée （自分向けの商品番号）やVotre commentaire caché （自分向けの

コメント）を記し、「Mettre en vente（出品する）」をクリックして出品完了。 
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日本からの越境ECの際の注意点 

 

1. 新規登録において必要とされる条件 

プロの出品者に関して、上記の会員の定義内では、 

「欧州連合（EU）の加盟国、欧州経済領域（EEE）の合意に参加している国、またはマ

ネーロンダリング・テロ資金対策について同様の義務を課している第三国に居住する、も

しくは登録して」 いることを求めている。 

プロ出品者として新規登録する場合、この定義にあてはまる国が選択でき、日本もこれ

に含まれている。 

 

楽天プライスミニスターサイト上では物販をビジネスとしていない個人でもビジネスと

しているプロとしても出品は可能だが、プロとして登録する場合、法的身分の選択を求め

られるので、少なくとも自国における個人事業主登録または法人登録が必要。しかし、上

に記したようにフランスでの個人事業主登録・法人登録の必要はない。 

以上のことから「日本」を選択した場合、登録に際してVATナンバーは求められない。 

 

2. 銀行口座開設： 

プロの出品者アカウント作成の際に、SEPA圏内、または圏外の口座を利用するかを聞か

れる。圏外を選択した場合、Payoneerを通じた受け取りが可能（アカウント作成を参照の

こと）と、この利用を促す表示が出る。Payoneerの利用法に関してはシーディスカウント

項目にて上述の通り。 

 

3. 日本の消費税： 

日本への定額出品料と手数料の請求に際して、日本の消費税の課税はない85。 

 

4. 付加価値税（VAT）の申告と納税： 

サイト上には説明がなく、楽天プライスミニスターへの問い合わせによると、日本から

の出品に際してのVAT申告・納税義務については、出品者が日本企業であれば、申告・納

税義務はないとのことだが、フランスの税制によると、原則として、仏国内に在庫を持つ

場合（フルフィルメントサービスを利用の場合）は申告・納税義務があるとしている。し

                                                        
85 電話での問い合わせで回答。 
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かしながら、フランスのVAT制度は複雑で、ケースにより異なるので、個別に税理士など

の専門家に相談することが望ましい。 

 

出品費用、その他必要経費、サイト内における広告宣伝費 

 

管理費用 

販売済み商品1品あたり0.15ユーロ（税抜き）の「管理費用」がかかる。 

 

プロの出品者向けの4レベルのメンバーシップパッケージと変動分コミッション 

プロの出品者向けのメンバーシップパッケージとしては、以下の4種類があり、毎月の

出品基本料金が変わる。またパッケージの種類により変動分コミッション率も異なり、出

品基本料金が高いパッケージは、 一商品の販売にかかるコミッションの料率が下がる仕

組みである。 

 

メンバーシップの名

前 

月額料金（税抜き） 変動分コミッション（税抜き、

「カテゴリーB」の商品の場合） 

ProClassic 39ユーロ 14.0％ 

ProAdvanced 99ユーロ 12.0％ 

ProPremium 299ユーロ 9.5％ 

ProAbsolute 499ユーロ 7.5％ 
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変動分コミッションは、出品する商品の種類により異なる。商品の種類は「カテゴリー

A」から「E」まで分類されている。食品は「カテゴリーB」となる。「カテゴリーB」に

は食品以外に「音楽、ビデオゲーム、スポーツ用品、ファッション、デコレーション、玩

具、化粧品、DIYやガーデニングなどホーム用品、コネクテッドウォッチ」などが含まれ

る。 

 

サイト内における広告宣伝費 

RakutenAdsというツールを通じてサイト内での広告宣伝を行うことができる。広告が１

クリックされるごとに0.15ユーロ（税抜き価格）かかる。あらかじめ一月あたりの宣伝広

告費用を設定し（20ユーロ以上）、クリック数が予算上限に達した時点で広告宣伝が終了

するシステムとなっている。 

 

 

楽天プライスミニスターホーム画面。右上の「Outil marketing（「マーケティングツー

ル」）」→「Augmenter ma visibilité （Rakuten Ads）（ビジビリティを上げる（Rakuten 

Ads））」をクリックすると、Rakuten Adsの特別ページに移動する。 
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クリックすると、確認2ページを経て、 
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予算上限設定ページにたどりつく。ここで一月あたりの予算（Votre budget mensuel 

max、税抜き価格）を設定する。 

 

関税については 

一般規則7.2条86 

「購入者は、欧州連合以外に位置する出品者から商品を購入した場合、税関から関税の

支払いを求められる可能性がある。楽天は、通関費用については関与しない」との免責の

記述があり、出品者ではなく購入者に対して、直接出荷におけるリスクを喚起している点

がシーディスカウントと異なる。 

 

販売価格の決定方法、マージン率、代金決済方法などの金銭に関する規定 

 

販売価格決定方法 

販売価格の決定方法については自由。マージン率に関する規定はなし。 

 

代金決済方法 

一般規則には以下のように記載されている。 

                                                        
86 https://www.priceminister.com/newhelp/conditions/ 

https://www.priceminister.com/newhelp/conditions/
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4.3条 「楽天のみが、供託口座より出品者に対して、取引額からコミッション額を差し引

いた額を支払うことができる。この支払は、購入者が楽天に対し、取引額を支払った上

で、出品者の提示に合致した商品を受け取り、購入者が了承したことを通知した後に行わ

れる。」 

なお楽天プライスミニスターは、「取引額からコミッション額を差し引いた額」を

「Porte-Monnaie（電子マネー口座）」上に作成される口座に振り込む。出品者はこの口座

にある残額を自らの銀行口座に移すこともでき、またこの残額を使って自ら買い物をする

こともできる。 

 

決済方法としては、上記の「Porte-Monnaie Rakuten（楽天電子マネー口座）」を利用し

たもの、クレジットカード、Paypal、Paylib、Carte Cofinogaなどが可能。フランスでは支払

に一般的に使用されている小切手による決済は認められない87。 

 

商品配送（納品、在庫、配送）に関する規定および費用 

 

配送方式 

配送先については、登録時に「フランス本土」、「フランス海外県含む」、「欧州」、

「世界」から選択」から選択する（アカウント作成を参照のこと）。配達できない地域を

指定することもできる。 

日本からの配送方法としては以下が想定されている。「アカウント作成」を参照。 

・ Normal（普通）：追跡システムや署名は必要ない。小さく、価値の低い商品に最適。 

・ Recommandé （書留）：価値が 60 ユーロ以上の商品には書留が義務となる。 

 

プロの出品者向け規約に記載された配送までのプロセスは大まかに以下の通り（プロの

出品者向け規約3.2.2条88）。 

 

購入者からの発注があった場合、出品者は72時間以内に確認メールを送付する（確認メ

ールが72時間以内に送付されない場合、取引は不成立となる）。発注メールを受け取り次

第、出品者はただちに商品を在庫からとりわけ、上記の確認メールを送った上で、48時間

以内に（販売ページに48時間未満の時間を記載した場合はその時間内に）発送する。出品

者は楽天に関して商品の発送状況について情報を伝達する。 

                                                        
87https://www.priceminister.com/newhelp/comment-acheter/quels-sont-les-differents-modes-de-paiement/ 
88 https://www.priceminister.com/newhelp/cpvp/ 

https://www.priceminister.com/newhelp/comment-acheter/quels-sont-les-differents-modes-de-paiement/
https://www.priceminister.com/newhelp/cpvp/
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配達料金の設定は、大きく2種類ある。楽天プライスミニスターが提案する料金に従

い、楽天が出品者に対し一定額を送料として支払う「送料負担システム」と、出品者自ら

配達料金を設定する「個人的に送料を設定」である。 

 

送料負担システム 

楽天は出品者に対し、一定額を送料として支払うという独特の出品者支援を提案してい

る（一般規則6.8.589）。フランス国外への配達について払われる額については、欧州につ

いてのリストがサイトにある90。 

楽天プライスミニスターが送料として支払う料金については、商品出品の際に出品者の

店舗ページに明記される。 

 

個人的に送料を設定 

上に挙げた楽天プライスミニスターによる「送料負担」システムとは別に、「個人

的に送料を設定」することもできる。特に他の出品者との差別化を可能とするプロ出

品者に適したオプションとされている（この場合、楽天プライスミニスターから送料

が支払われることはない）。例としては、以下のようなものがある。 

・ ある程度以上の料金を支払った購入者に対して、送料を無料とする。 

・ 「品目ごとに送料を設定」「重量に従って送料を設定」「商品ごとに送料を

設定」する。 

このシステムはフランス、欧州外の地域に対しても利用できる。 

 

フルフィルメントサービス 

楽天プライスミニスターは、「Expédié par PriceMinister - Rakuten（楽天プライスミニス

ターが配送）」というフルフィルメントサービスを提供している91。楽天プライスミニス

ターがカタログの管理、商品の保管、発送準備・発送、返品の管理などを担当する。 

フルフィルメントサービスを利用しない場合には、直接出荷となり、出荷に際しての配

送方法は自由だが、シーディスカウントでの説明の通り、配送・通関サービスを通さない

場合には、購入者への公租公課請求が発生する可能性があることに留意する必要がある。 

 

 

                                                        
89 https://www.priceminister.com/newhelp/conditions/ 
90 https://fr.shopping.rakuten.com/newhelp/comment-vendre-h/frais-de-port-et-modes-denvoi/ 
91 https://services.fr.shopping.rakuten.com/faqs/rakuten-super-logistique 

https://www.priceminister.com/newhelp/conditions/
https://fr.shopping.rakuten.com/newhelp/comment-vendre-h/frais-de-port-et-modes-denvoi/
https://services.fr.shopping.rakuten.com/faqs/rakuten-super-logistique
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販売に関する条件（出品商品数、販売ノルマなど）の有無 

 

出品商品数、販売ノルマなどはなし（https://services.priceminister.com/fr/premiers-pas/tarifs 

を参照）。 

 

禁止事項およびその他の規定 

 

1. 利用規約やポリシー 

以下のような禁止事項がプロの出品者向け規則で定められている。 

3.2.2条 商品を発送する際に、その包装の中に楽天プライスミニスター以外のサイトの

プロモーションを行うような書類を入れること。 

3.3条 商品紹介のページに、自らのインターネットサイトやEメールアドレス、バナー

などの広告を入れること（広告についてはRakuten Adsを利用しなければいけない）。 

9.1条 詐欺的行為、販売が禁止された商品を販売すること。 

10.4条 商品の発送を除いては、楽天の書面による合意がないかぎり、契約的義務を第

三者に委ねることはできない。 

 

2. EU規則に関して 

EU規則については特に指定が見られないが、一般規則92（Conditions générales）5.5条や

10.2条には販売が禁止されている商品（「公序良俗に反する、または法・規則・契約によ

り販売が許可されない商品」との定義がある）は出品できない、またこうした販売を行っ

た場合にはアカウントが停止される可能性があることが記されている。また一般規則6.7.2

条には以下の記述がある。 

「楽天は、プロの出品者として販売を行う出品者に対し、プロの出品者としての遠隔販

売に関係した法律、規則を順守する義務があることに注意を喚起する。プロの出品者は、

社会的、また税務的な申告の義務を順守する。出品者は、電子・電気機器の廃棄物に関す

る規制や、法律への適合性に関する保証、商業的な保証を順守する。」 

この条項により、EU規則やフランス法の順守を出品者に対して求めていると考えられる

ため、シーディスカウント、アマゾン・フランスへの出品同様ににEU規則への留意が必要

となる。 

 

                                                        
92 https://www.priceminister.com/newhelp/conditions/ 

https://services.priceminister.com/fr/premiers-pas/tarifs
https://www.priceminister.com/newhelp/conditions/


 

106 

Copyright(C) 2019 JETRO. All rights reserved. 

3. アルコールと食品の販売可能性 

楽天プライスミニスターの出店担当者に確認したところ、後述するアマゾン・フランス

と違い、アルコール飲料、食品について、特別な許可の必要はない。 
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AMAZON.fr（アマゾン・フランス） 

 

越境可否と対象国 

 

日本を含む世界70カ国以上から可能。ただし、フランス語での商品説明の作成やアマゾ

ン・フランスの指定する支払い方法への対応など、一定条件を満たすことが必要。個人と

しての出品も、会社名義での出品も可能だが、会社名義の場合にはEC担当者の名前・連絡

先（特にSMSなどで頻繁に身元確認があるのでスマートフォンの電話番号）などが必要と

なる。 

しかしながら、食品については「フランスやEUの法規として、EU、カナダ、米国以外

からECサイトにて食品を販売することが規制されているわけではないが、アマゾン・フラ

ンスのポリシーとして、トレーサビリティの確保を目的に上記3地域以外からの食品出品

は原則的にできないこととしている」としているため、日本からアマゾン・フランスへ直

接出荷は2018年9月現在不可能である。 

 

具体的な出品方法、出品手続き 

 

« 概要 »  

1. 出品者アカウントの創設 

Seller Cntral（セラー・セントラル）という名称のインターフェイスにて登録を行う。

登録の際には、 

・クレジットカード（国際取引が可能なクレジットカードであれば日本のものでよい） 

・電話番号 

・企業の詳細情報 

・コンタクトパーソン情報 

・実質的な受益者（経営者・株主など、personne bénéficiaire）93の情報 

・SEPA内の銀行口座情報 

が必要となる。 

 

 

                                                        
93 直接的あるいは間接的に25%以上の会社株式または議決権を保有する自然人、またはその他の手段を持

って、会社の経営や管理を行う機関や株主総会において意思決定権を行使できる自然人が、実質的な受益

者と見なされる。 
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2. 販売する商品を登録 

セラー・セントラルの機能を利用して出品。出品の際に、販売する対象国を選ぶことが

可能。発送をアマゾン・フランスに依頼する「フルフィルメントサービス」（フランス

語ではExpédié par Amazon＝FBA、後述）を選択することも可能。 

3. ユーザーによる購入 

4. 商品の発送 

アマゾン・フランスより出品者にメールにて発注の通知。 

フルフィルメントサービスを選択してない場合には出品者が商品の梱包と発送。配送

ができたらアマゾン・フランスに通知。アマゾン・フランスから購入者に配送完了の

通知。フルフィルメントサービスを利用している場合には、先にアマゾン・フランス

の国内物流センター向けに発送しておいた商品をアマゾン・フランスが発送。 

5. アマゾン・フランスから出品者への支払いの受け取り 

登録済みの口座番号に振り込み（出品者登録時のクレジットカードとは別にセラー・セ

ントラル登録）。アマゾン・フランスは取引が完了した時点で購入者から料金を引き落と

し、その後、営業日で5日以内に出品者に、売上から販売手数料と税金（フランスの付加

価値税や日本の消費税など、後述）を引いた額が振り込まれる。 

フランスの銀行に口座がない場合には、決済サービスのPayoneerなど94が利用できる。詳

細に関しては後述。 

« 詳細 »  

 

Amazon.frのウェブサイトを開く。メニューバーから「Vendre（売る）」をクリック。 

                                                        
94 アマゾン・フランスでは、SEPA口座がない場合にはPayoneerの利用を提案している。
https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/help.html?itemID=201808090&language=fr_FR&ref=efph_20180809
0_cont_211 

https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/help.html?itemID=201808090&language=fr_FR&ref=efph_201808090_cont_211
https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/external/help.html?itemID=201808090&language=fr_FR&ref=efph_201808090_cont_211
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出て来た画面の中の「Mettre en vente（販売を開始）」をクリック。 

 

最初に出品者登録をする際には「Créer votre compte Amazon（アマゾン・アカウント作

成）」ボタンをクリック。既に出品者としての登録ができている場合には、「Adresse e-

mial ou numéro de telephone portable（メールアドレスまたは携帯電話番号）」にて登録の

メールアドレスまたは携帯電話番号を記入し、パスワードを記入して「Suivant（次に進

む）」をクリック。 
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必要な情報を記入してアカウントを作成。 

 

企業所在地（Où se situe votre entreprise？）は国＝「Japon（日本）」を選択。 
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企業所在国の下に出てくる「Nom de l’entreprise（企業名）」の項目で英語での企業名

と形態の略号を入力。右にある「Quel est votre type d’activité？（事業形態は？）」で

は、企業形態をプルダウンから選択。 

 

企業情報を記入する。 
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コンタクトパーソン（アマゾン・フランスでの販売に関するEC担当者）の名前を記入

する。 

 

上記の画面中「携帯電話の番号」については、入力をすると上のような画面が出現す

る。携帯電話に一度だけ有効のPINコードが送られてくる（日本の携帯電話でもスマー

トフォンであれば可能）際のPINコードの受け取り方法なので、音声での受け取りか、

SMSの受け取りか、いずれかを選択し、受け取る際の言語を選択。言語は「Allemand

（ドイツ語）」、「Anglais（Royaume-Uni）（イギリス英語）」、「Espagnol（スペイ

ン語）」、「Français（フランス語）」、「Italien（イタリア語）」、「Chinois（中国

語）」から選択。 
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最終的には上のような画面となる。入力後に「Enregistrer et continuer（登録して続け

る）」をクリック。 
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月々の出品料を引き落とすクレジットカード情報を入力。「Adresse de facturation（請

求書の宛先）」を登録済みの会社住所以外にする場合には、「Ajouter une autre adresse de 

facturation（別の請求先住所を追加）」を選択して以下の画面に移動。 
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請求先住所を追加登録する場合には上のように記入 

 

出品者基本情報登録完了画面になる。支払い上限はデフォルトで1万,5000ユーロに設

定されるとの注意書きが出る。1万5,000ユーロを超過すると、アマゾン・フランスから

確認がくるので、アマゾン・フランスから要請がある場合には口座や身分証明などの必

要書類を提出して、上限額設定を引き上げる。この画面で同時に、出品者名を登録。 
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最初にセラー・セントラルにアクセスする際に「二段階認証（身元確認）」機能をア

クティベートしなければならない。二段階認証は、セラー・セントラルにアクセスする

にあたって、1.アカウント名（登録メールアドレス）とキーワード、2.その後に携帯電

話への1度だけ利用可能なPINコードがSMS（音声メッセージを選択することも可能）で

送付、というように二段階で身元を確認して、第三者による不正なアクセスを防ぐセキ

ュリティ機能となる95。二段階目の身元確認は、携帯電話へのPINコード送信ではなく専

用の認証アプリケーションを利用することも可能。 

                                                        
95 二段階目のSMSなどの確認は、常時ではなく場合による模様（毎回二段階目の確認があるわけではない

ので前回のログアウトからの経過時間や、違うIPアドレスまたは端末からのアクセスなど、一定の基準が

あると思われる）。 
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出品者の身元確認の設定とテストを行う。「携帯電話でのPINコード受信」または

「専用のアプリの利用」のいずれかを選択。「SMS」あるいは「音声」いずれでPINコ

ードを受け取るかを選択。「Envoyer le code（PINコードを送信）」でテスト送信を行

う。受け取ったコードを、枠の中に記入して、「Vérifier le code et continuer（PINコード

を確認して続ける）」をクリックする。 
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二段階認証／ 二つ目の携帯電話登録の場合 

もしもの時のためにもう一つ、バックアップ用の身元確認方法を設定する。二つ目の

携帯電話番号を登録するか、もしくは専用のアプリの利用を選択する。携帯電話の場合

には上と同じ方法で別の携帯電話を登録して、同様のテスト送信を行う。 
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二段階認証 / 専用の認証アプリ利用の場合 

あらかじめ、任意の認証アプリ（Google認証システム、Microsoft Authenticatorなど）

を端末にダウンロードしておく。QRコードをスキャンして、認証アプリで生成された

PINコードを入れてVérifier le code et continuer（PINコードを確認して続ける）」をクリ

ックする。 
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「C’est presque terminé！（二段階認証ほぼ完了！）」画面。1.ではPINコードの入力画

面が出てこない場合の対処法を説明。イメージ画像のように、通常のパスワードの後に

受け取った（あるいは生成した）PINコードを入力する。2.ではコードによる二段階目の

身元確認を、現在使用の端末では行わないオプションが選択できる。「J’ai compris. 

Activer la vérification en deux étapes（了解、二段階認証を設定）」をクリック。 

 

ここから先は、個別のアカウントページ「セラー・セントラル（Seller central）」画面と

なり、言語の選択が可能で、ほぼ全てのページで日本語でも情報の閲覧・操作が可能とな

る。 

 

ここまでの段階で提出書類は必要ないが、セラー・セントラル画面にて、会社代表者か

らの許可書を求められる。許可書の内容・書き方はセラー・セントラルに掲載。ただしフ
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ランス語や英語など一部の言語での許可書が必要となり、日本語は不可。許可書を作成

し、サイト内のアップロード機能を利用して送付する。 

許可書の書き方とアップロード方法は以下の通り。 

 

 

「文書の閲覧」をクリックして作成した許可書を選択する。許可書のアップロードがで

きたら「確認のために送信」で送付。 

 

許可証の内容は以下のようなものとなる。 

Ajouter l'entête de la société（会社のヘッダー） 

 

POUVOIR D'AGIR POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE 

（委任状） 

La société soussignée○○ [add name of Company here] （ci-après désigné par la 

"société"）, dûment représentées par ○○（nom et fonction） [add full name and 

function of the signatory here], confirme que [add full name of the Person of Contact 

here] est autorisé à ouvrir un compte paiement Vendre sur Amazon avec Amazon 

Payments, à accepter les termes et conditions et autres politiques, à accéder au compte 

paiement Vendre sur Amazon et à initialiser des transactions au nom et pour le compte de 

la société. 
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○○（代表者のフルネームと役職 XXX社長など）が正式に代表権を持つ、以

下に署名の○○（会社名）（以下、「会社」）は、○○（コンタクトパーソン

のフルネーム）に対して、「Amazon Payments」を利用した「Vendre sur 

Amazon」支払いアカウントを開設し、利用規約やポリシーを承諾し、「Vendre 

sur Amazon」支払いアカウントにアクセスし、会社名義で取引を開始する権限を

付与したことを確認する。 

 

Fait en date du 

（XXXX年XX月XX日） 

Par 

（代表者名とその署名） 

 

《 商品の出品 》 

 

「カタログ」の「商品登録」にて、商品の名前、識別番号（JAN、UPC、EAN、ISBN

など）を利用して、Amzon.frのカタログに既に出品があるかどうかを確認。 
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カタログに既に商品がある場合 

 

既に同一商品の登録がある場合には、以下のような形式で提示されるリストから選択

して出品ボタンを押す。 

 

上記のような画面が出るので必要事項を記載（SKUは出品者による出品管理のための

番号で、任意に決めることが可能だが、同じ番号を別の商品には使えない）。「配送パ

ターン」は、配送にかかる日数および送料の設定となり「Modèle par défault Amazon（デ

フォルトの配送パターン）」を変更する際には「配送パターンを編集」ボタンを押して

内容の変更が可能。 
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カタログに商品がなく新規登録の場合 

 

出品したい商品がリストにない場合には、リスト画面の下の方にある「商品を新規に登録

する」をクリック。以下の画面で新たな商品の登録を行う。 
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例えば「Epicerie（食品）」→「Huiles, vinaigres et sauces salade（オイル、ビネガー、

ドレッシング）」→「Huiles（オイル）」→「Sésame（ゴマ）」といったように登録し

たい商品のカテゴリー、サブカテゴリーを選んで行く。最後に「選択」を押すと、商品

管理画面の中に入る。 

 



 

126 

Copyright(C) 2019 JETRO. All rights reserved. 

上のような画面で商品コード、商品名、ブランド名、メーカー名をフランス語（また

は英語）で入力する。「重要情報」と「出品情報」を全て入れると（「出品情報」に関

して後から入力することを選択することもできる）、「保存して終了」ボタンを押せる

ようになるので、記入が終わったら「保存して終了」を押す。「重要情報」と「出品情

報」はデフォルトで未入力項目があると保存できない仕様になっているが、「バリエー

ション」と「画像」は、この段階で入力しなくても、商品登録は完了できる。登録でき

た商品は「在庫管理」画面にて確認でき、入力情報の追加や変更はこの画面で可能。出

品における登録内容は、Amazon.frの商品画面の掲載内容にそのまま反映されるため、フ

ランス語での選択が必要となる。商品の詳細説明に関しては翻訳サービスもあり、英

語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語の間の翻訳は可能。日本語からフ

ランス語への翻訳には現時点で対応していない96。 

 

出品登録以降は、上のような「在庫管理」画面にて出店品の管理を行う。アルコール

や有機食品などアマゾン・フランスによる認可が必要な商品もある（後述）。 

 

 

 

 

                                                        
96 商品ページの表示のスタイルに関しては、鞄類、ジュエリー、靴、アルコール飲料などカテゴリーごと

の「スタイルガイド」をダウンロードして参考にすることが可能。アルコール飲料に関しては、
https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/G/08/rainier/help/style/Guide_creation_produits_Cuisine_Maison.pdfでダウンロード。食品

についてはスタイルガイドがない。また、一部の商品のスタイルガイド（アルコールや化粧品など）で

は、フランス語の利用が必要との規定がある。 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/style/Guide_creation_produits_Cuisine_Maison.pdf
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/style/Guide_creation_produits_Cuisine_Maison.pdf
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日本からの越境ECの際の注意点 

 

1. 銀行口座 

シーディスカウント、プライスミニスター 同様に、代金受け取り用口座登録が可能な国

97に口座がない場合には、Payoneerなどの決済サービスを利用する必要がある（アマゾン・

フランスではPayoneerサービスを利用するよう指示がでる）。Payoneerの利用方法に関して

は、シーディスカウントの項目を参照のこと。 

 

アマゾン・フランスの場合には、引き落とし（アマゾン・フランスへの支払い）は出品

者登録の際に通知したクレジットカードから支払うが、代金の受け取りは、セラー・セン

トラルで入力の口座番号に振り込まれる。代金受け取り用の口座登録は、銀行名とIBANと

BICのみなので、Payoneerのアカウントページに掲載の情報で足りる。 

 

2. 日本の消費税 

日本在住の出品者に対するアマゾン・フランス出品サービスの出品料（月額39ユーロと

販売手数料が主な課税の対象で、フルフィルメントおよびVAT算定サービスにかかわる一

部の有料サービス手数料は除外）は、日本の消費税（8%）の対象となる。アマゾン・フラ

ンスからの支払いに際して自動的に加算され、徴収される。 

日本で消費税を納付している企業は、日本国内での還付も可能なので必要な支払い証明

書をアマゾン・フランスに請求する。 

 

3. 付加価値税（VAT）の申告と納税 

アマゾン・フランスのサイト上ではフランスの法規に則ったVATの原則として、 

在フランスの企業：商品の在庫をフランス国内で管理し、かつ商品を在フラン

スの顧客に販売し、年間のフランス国内での売上げが8万2,200ユーロを超える

（2018年6月現在）企業にはVATの支払いが義務化 

フランス以外の在EUの企業：商品の在庫をフランス国内で管理し、かつ商品を

在フランスの顧客に販売し、年間のフランス国内での売上げが3万5,000ユーロを

超える（2018年6月現在）企業にはVATの支払いを義務化 

EU外の企業：商品の在庫をフランス国内で管理し、かつ商品を在フランスの顧

客に販売している場合には、VAT支払いが義務化 

                                                        
97 具体的にはSEPA（単一ユーロ決済圏）域内の国の口座 
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と明確に説明している98ことから、フランスに在庫をおく場合（フルフィルメントを利

用する場合など）には、シーディスカウント同様にVAT番号を当局に申請して納税する義

務が発生する。 

 

フランスに在庫を置かない場合には、VATは論理的には発生しないが、アマゾン欧州本

社は「発生しないとは言い切れないので、個別のケースについて税務専門家に相談するこ

とを」を勧めている99。 

フランスに在庫を持つことになるFBAサービスを利用する場合には、VATの納税義務が

発生するが、アマゾン・フランスサイトの価格表示は税込表示となるので、販売の際には

自分でVATを加味した商品価格を設定するようにしなければならない。 

また、アマゾン・フランス自体の出品者への請求（税抜き月額39ユーロと手数料）にも

VATが加算されるが、日本からの出品者には日本の消費税が適用されてVATの徴収はな

い。 

販売により徴収したVATは、納税の際にアマゾン・フランスに対して支払ったVATと相

殺できる。 

 

4. 日本からの食品・飲料出品の制限 

日本企業の出品者登録は可能で、物販も可能であるものの、食品・飲料に関しては、セ

ラー・セントラルの中の「ヘルプ」→「在庫管理」→「はじめに」→「カテゴリーの要件

を確認する」→「カテゴリー別の補足ガイドライン」→「食品・飲料」とたどって行き着

くページに出品者の要件についての記載があり、これによると、「出品企業はEU、米国、

カナダに所在し、EU、米国、カナダから商品を出荷すること。また出品者のサプライヤー

もEU、米国、カナダ内に拠点を有すること」との条件が課せられる。したがって、現時点

では、EU、米国、カナダに何らかの拠点を持っていない場合には、食品と飲料は出品でき

ないことになる。飲料とは別項目が立てられるアルコールはこの限りではないとの解釈も

可能だが、別の要件が求められ、後述のような「autorisation（認可）」が必要となる。 

                                                        
98 アマゾン・フランスの説明：https://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/information-

tva.html/ref=FR_footer_VAT 

フランス税務当局のEU域外企業むけVAT制度説明ページ：https://www.impots.gouv.fr/portail/international-

professionnel/tva-entreprise-hors-ue 
99 アマゾン・フランスのサイト内には「フランス国内に在庫を持たない場合には、EU域外からの商品の

販売には論理的にVATは発生しない」との明記はない。アマゾンの担当者とのインタビュー（メールでの

質問にアイルランドのアマゾン欧州本社から電話で回答）では、「国内に在庫を持つことがVAT納税義務

の前提とはなるが、アマゾンとしては在庫を持たないから納税義務はないと保証できないので、個別のケ

ースに関して専門家に相談すること」との回答。 

https://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/information-tva.html/ref=FR_footer_VAT
https://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/information-tva.html/ref=FR_footer_VAT
https://www.impots.gouv.fr/portail/international-professionnel/tva-entreprise-hors-ue
https://www.impots.gouv.fr/portail/international-professionnel/tva-entreprise-hors-ue
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ただし現実としては、「出品制限」のある商品のリストに一般食品は出てこず（アルコ

ールと有機食品はリストにある）、在日本企業の出品者アカウントを使って一般食品の出

品手続きが完了できる100上、上記のヘルプ内の文言を除いて他にこの地域的な出品制限に

関する言及は見当たらず、同要件の適用の程度に関しては疑問が残る。実際に一般食品を

アマゾン・フランスのサイトにて日本から販売できている企業もある。 

 

要件を順守するのであれば、原則としては、EU、米国、カナダに拠点を有することが必

要となる。それぞれの国での法人設立手続きは「国・地域別にみるビジネス情報とジェト

ロの支援サービス（https://www.jetro.go.jp/world/）」各国項目の「外国企業の会社設立手続

き・必要書類」を参照のこと。 

 

出品費用、その他必要経費、サイト内における広告宣伝費 

 

出品基本料は月額39ユーロとなり、出品者登録時に登録したクレジットカードから引き

落とされる。 

 

販売された商品には販売ごとに販売手数料が加算される。販売手数料は、購入者が支払

った金額（商品価格、配送料、ギフト包装、その他の手数料を含む）に対して、商品カテ

ゴリーごとに設定される料率を適用して算出される。 

販売手数料の料率は、例えばビール、ワイン、スピリッツで10％（2018年12月1日以降

は15％）、食品・飲料で15％。ほかPC／パソコン周辺機器／テレビの5％から、ジュエリ

ーの20％までの間のものがほとんどだが、例外的にアマゾンデバイス用アクセサリーには

45％の手数料がかかる。 

 

サイト内の広告宣伝（スポンサープロダクト広告、ヘッドライン検索広告）の使用は任

意加入となる。アマゾン・フランスが提供する広告サービスは、キーワードタグ検索にひ

っかかる、検索時に最初の方のページや目につく位置に掲載されるといったもの。広告料

は出品者が出品商品ごとに自分で設定する（クリックごとに支払う広告は入札制になって

おり、自分で1クリックに対して支払う額を設定する101。額を高く設定した出品者ほど上

位に掲載される。広告料としての上限額を設定し、上限額内でクリックごとに設定した広

                                                        
100 例えばアルコールは出品手続きの途中で認可の有を求められ、要件を満たしていないと出品が不可

能。 
101 任意で設定した入札額が高いほど、サイト上で好条件の位置に掲載される。 

https://www.jetro.go.jp/world/
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告料が差し引かれる）。広告のキャンペーン期間も設定可能。広告したい商品に付随する

キーワードを入力し、商品の1クリックごとに広告費が発生（購買毎ではないことに注

意）。これらの操作はセラー・セントラルで商品ごとに設定する。 

 

販売価格の決定方法、マージン率、代金決済方法などの金銭に関する規定 

 

価格の決定方法に関する規定はなく、任意に適正と思われる価格を設定できる。設定価

格の上限はあり、個人の出品者は9,000ユーロ以上、大口（プロ）の出品者は27万ユーロを

超える価格の商品は出品不可能（コレクター商品カテゴリを除く）。 

ここでいう価格とは、アマゾン・フランスでは「商品価格」で、配送料とその他の手数

料は含まれない。 

マージン率に関しても規定はないが、あまり法外な価格設定がある場合には審査の対象

になる102。 

購入者に提示される金額と配送料のみが、購入者からの引き落とし価格となるために

VATなどの諸経費を加味した料金を表示させる必要がある。 

 

商品発送（納品、在庫、配送）に関する規定および費用 

 

1. フルフィルメントサービスの利用 

出品者登録者は、商品の保管、梱包、出荷、カスタマーサービス、注文のフォロー、返

品がある場合の受取り処理などをアマゾン・フランスが代行してくれるフルフィルメント

サービス（アマゾン・フランスではFBAと呼んでいる）を受けることができる。シーディ

スカウント同様に在庫のミニマムロットや点数の下限はなく、各種の手数料が出品基本料

金（月額39ユーロ）に加算。必須の手数料は在庫保管料金と配送代行料金のみ、その他、

特別な包装・返送・破棄などのオプションで選べるサービスの手数料がかかるという点で

シーディスカウントのフルフィルメントサービスと似ている。 

 

商品をアマゾン・フランスの国内の物流センターに預けるという点に関しても、返品や

破棄の依頼には費用がかかるという点でも、シーディスカウントと同様である。異なる点

は、アマゾン・フランスでは、物流センターが預かる商品の検査を半年に一度行っており

（2月15日と8月15日）、在庫チェックの際に保管期間が6カ月から12カ月に該当する在庫

                                                        
102 「アマゾン・マーケットプレイスの公正な価格設定に関するポリシー 」 
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品には1立方メートルあたり500ユーロ、12カ月を超える在庫には1立方メートルあたり

1,000ユーロの長期在庫保管手数料が請求される点。 

 

出品者による倉庫までの配送プロセスもシーディスカウントと似ており、配送料は公租

公課を含めて全て出品者負担となる。配送に際して、輸入者／荷受人をアマゾン・フラン

スとできない点でもシーディスカウントと同様。さらに輸入関税、輸入付加価値税

（VAT）などの税金を出品者が負担するDDP（関税込み持ち込み渡し）で商品を納品する

点もシーディスカウントと同じになる。 

 

アマゾン・フランスは、出品者向けのアマゾン・フランスのパートナーキャリアとして

UPSと提携している。提携内でアマゾン・フランスのFBA利用出品者は安い配送料金など

の特典がある。 

アマゾン・フランスの物流センターでは受け取った商品をスキャンして管理・保管。

FBA利用で販売の商品は、翌日配達や送料無料など「プライム」サービスの対象となる。

FBAを利用するかどうかは、商品ごとに決めることができる（セラー・セントラルの中の

「在庫管理」でFBAの利用を選択できる）。 

 

アマゾン・フランスでFBAを利用する場合には、フランス物流センターから他の欧州諸

国に配送できるオプション（Pan-European FBA）を利用することもでき、フランス以外の

EU諸国にフランスから配送ができる103。欧州への配送オプションに関して定額の登録料な

どは必要なく、サイト上でオプション希望を申請する。配送代行料のみが変わってくる

（より高額になる）。 

FBAに納品ができないもの、物流センターで取り扱いができないものはリスト化され

て、セラー・セントラル内に列挙されている。リストの中には、食品ではアルコール類が

含まれており、アルコール類はFBAサービスを利用できない104。 

 

                                                        
103 FBAを利用していない直接出荷の場合でもアマゾン・フランスで仏以外から発注を受けた商品であれ

ば他国に配送する。デフォルトの配送設定では、欧州域内であれば配送が可能という設定になっている。

欧州以外の国にも配送したい場合、あるいは反対にフランス以外の国に配送したくない場合など、デフォ

ルトの配送可能地域を変えたい場合には、セラー・セントラルの「配送設定」で変更することができる。 
104 FBAを利用できないアイテムのリストは https://sellercentral-

europe.amazon.com/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=201730840& であるが、出品登録後でなければ見ら

れない。リストには、具体的にはタバコ類／アルコール／保管温度が10度から30度ではない商品／火器／

処方箋がないと購入できない医薬品や補助食品類／リージョン2ではないDVD、リージョンBではないブ

ルーレイとおよびEUが取引を禁止するもの（人種差別の高揚を促すもの、ナチス関連製品…）が含まれ

る。 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=201730840&
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html?ie=UTF8&itemID=201730840&
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【配送代行料と在庫保管料の設定】 

FBA利用に際して最低限払わなければならないのは配送代行料と在庫保管料のみとな

る。 

 

FBA配送代行料金 

複数の要素を掛け合わせて計算。 

https://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/tarifs.html 

に料金のシミュレーターがある。FBA配送料決定の要素は、商品を発送する物流センタ

ーの位置（フランス国内の物流センターあるいはEU内の他の物流センター）、配達先（フ

ランス国内あるいは他のEU諸国）、包装容積（小型、標準、大型）、重量など。 

 

FBA在庫保管料金 

1月から9月は月額26ユーロ／立方メートル、10月から12月は月額36ユーロ／立方メート

ル。 

 

【オプションサービス料の設定】 

任意で選択できるサービスは以下の通り。 

オプション（任意）のサービス 

サービス 標準的な大きさの商品 容量の大きな商品 

返品 0.25ユーロ 0.50ユーロ 

廃棄 0.10ユーロ 0.50ユーロ 

ラベル貼り 0.15ユーロ 0.15ユーロ 

袋入れ 0.45ユーロ 0.90ユーロ 

エアキャップ 0.70ユーロ 1.4ユーロ 

テープ貼り 0.2ユーロ 0.4ユーロ 

不透明な包装 0.9ユーロ 1.8ユーロ 

 

FBAを利用するとフランス国内に在庫が発生するために、シーディスカウント項目にて

前述の通り、フランスを含めるEU内に拠点を持たない日本企業は、フランスの税務当局で

VATナンバーを取得して、VATの申告・納税を行わねばならない。 

 

https://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/tarifs.html
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アマゾン・フランスでは販売した商品価格にどれだけのVATが含まれているか無料で計

算書を提供してくれる。、また、その他のVAT関連手続きの一部を代行する有料サービス

も提供している（VATサービス）。このオプションでのVAT支援サービス料金は年間400

ユーロ。セラー・セントラルでサービス依頼ができ、サービスを受ける場合には、企業情

報やフランスでの事業内容など基本的な情報の提供が必要になるが、アマゾン・フランス

がVATナンバー取得支援、売買記録を使って自動的にVATの申告額を算出、VAT申告の代

行と還付に必要な書類の提出を行う。VAT関連の税務当局の監査がある時にもアマゾン・

フランスからのサポートがある。 

 

2. 直接出荷（フルフィルメントサービスを利用しない場合） 

FBAを利用しない場合、直接出荷となるため以下の対応が必要となる。 

 

納品 

本、CD・レコード、ビデオ・DVDの各商品は、注文確定後、2営業日以内に発送する必

要がある。 

 

配送 

アマゾン・フランスサイトに記載する配送料は、日本からフランスまでの配送料を想定

する必要がある。また配送時には「返品先住所」を記載する必要がある。アマゾン・フラ

ンスは、出品者に対して直接出荷の際にも、国際郵便などにより個人で送るのではなく、

配送・通関業者を利用することを勧めており、受取人に、関税の支払いなど、アマゾン・

フランスサイトに記載される商品料金・配達料金以上の負担が発生することのないように

注意を促している。郵便による直接出荷に絡んで起こりうるトラブル（受取人への輸入

VATおよび関税の支払い請求など）は、 シーディスカウントやプライスミニスターに同

じ。両サイトとは違い、EU 外からの越境出品者も多いアマゾン・フランスでは、商品紹

介のコメントの欄に「荷物は郵送につき関税が請求される場合がある」と注意書きを記載

している出品者もいる。 

 

在庫 

特に規定はない。 
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サイトに記載の価格の設定について 

配送料に関しては、アマゾン・フランスがデフォルトで重量ベースの価格設定をしてい

るが、変更も可能。アマゾン・フランスでは、配送料を0ユーロにすることでより購買確

率を高めることができると、配送料を取らないことを出品者に勧めているが、FBAを利用

の場合には倉庫までの輸送料（関税と輸入VATを含む）、利用しない場合には購入者のと

ころまでの配送料金を出品者が負担しなければならず、差額は商品価格に反映されること

になる。アマゾン・フランスのデフォルトの価格設定では、定額の配送料に重量に比例し

た追加の配送料を加算する形で計算される。 

例えば、定額配送料を4ユーロに設定し、重量による追加の配送料をキロあたり0.50ユー

ロに設定すると、購入者が1キロの商品を注文した場合には、自動的に配送料は4ユーロ

+0.5ユーロで、「4.5ユーロ」と表示される。同じ商品を2つ購入すると、4ユーロ+0.5ユー

ロx 2で、「5ユーロ」と表示される。 

納期に関してもデフォルトの設定があるが、変更することが可能。 

 

配送料と納期のデフォルト設定は次の通り。 

国内 

通常配送 

地域 配達アドレスのタ
イプ 

配送所要日数 

（出荷作業時間
を除く） 

送料 

フランス本土 ストリート名と番
地 

私書箱 

14-21営業日 定額0ユーロ 

+ 

0ユーロ/1kg 

コルシカ ストリート名と番
地 

私書箱 

14-21営業日 定額0ユーロ 

+ 

0ユーロ/1kg 

DOM・TOM（仏海外県・海
外領土） 

ストリート名と番
地 

私書箱 

14-21営業日 定額0ユーロ 

+ 

0ユーロ/1kg 

 

海外 

通常配送 

地域 配送所要日数 

（出荷作業時間を
除く） 

送料 

オーストリア, ベルギー, ルクセンブルグ, オ
ランダ, ドイツ, イギリス 

3-5営業日 定額5.5ユーロ 

+ 

0.6ユーロ/1kg 

イタリア, リヒテンシュタイン, スイス, アン
ドラ, サンマリノ, バチカン市国（ローマ法王
庁） 

4-7営業日 定額.6.3ユーロ 

+ 

0.8ユーロ/1kg 
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チェコ共和国, デンマーク, ハンガリー, アイ
ルランド, ポーランド, ポルトガル, スロバキア, 

スウェーデン, スペイン 

5-10営業日 定額7.5ユーロ 

+ 

1.3ユーロ/1kg 

ブルガリア, クロアチア, キプロス, エストニ
ア, フィンランド, ギリシャ, ラトビア, リトア
ニア, マルタ, ルーマニア, スロベニア, ノルウ
ェー 

5-10営業日 定額7.5ユーロ 

+ 

2.5ユーロ/1kg 

 

これらのデフォルトの変更は「配送設定」の「配送パターンを編集」で可能。 

配送所要日数や送料の変更が可能（国内の配送所要日数のみ変更不可）なだけでなく、

重量ベースの価格設定を購入金額ベースの価格設定にすることもできる。 

 

購入金額ベースの価格設定では、例えば、購入金額0.00ユーロから49.99ユーロまでの配

送料を7.5ユーロ、50ユーロから99.99ユーロまでを6.3ユーロ、100ユーロ以上を5.5ユーロ

というように、購入金額の幅に応じた送料の設定が可能となる。 

 

販売に関する条件（出品商品数、販売ノルマなど）の有無 

 

出品商品数や販売ノルマなどはなし。 

 

禁止事項およびその他の規定 

 

1. 食品および飲料の出品制限 

【一般的条件】 

食品に関しては、商品への要件として新品であることが条件となるが、それ以外にも出

品者への要件として「出品企業はEU、米国、カナダに所在し、EU、米国、カナダから商

品を出荷すること。また出品者のサプライヤーもEU、米国、カナダ内に拠点を有するこ

と」との規定があり、日本にしか所在しない企業は原則的には出品が不可能となる（上記

（アマゾン・フランスの「4. 日本からの食品・飲料出品の制限」）の詳細を参照のこ

と）。他、 

 

・ プロの出品者（会社名義の出品者）として出品者登録している。 

・ 仏国内に返品可能な住所を有するか、または返品のための送料を負担する。 

・ 在庫が 1 つ以上ある。 
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・ サイトの言語（フランス語）でのやり取りが可能105。 

 

という要件が課される106。 

 

【アマゾン・フランス独自の認可を必要とする食品および飲料】 

一部のカテゴリーの商品の出品に関しては「autorisation（認可）」を必要とする。認可

が必要なカテゴリーは 

・ ビール、ワイン、スピリッツ 

・ 歳末商戦向けの玩具（11月から翌年1月の間に販売する玩具） 

・ 有機栽培の食品・飼料（出品可能性に関しては後述） 

・ イタリア製品 

・ Amazon Handmadeへの出品 

・ マルチメディア・ストリーミング端末 

・ 承認を必要とするカテゴリー 

 

従って食品および飲料のカテゴリーでは、ビール、ワイン、スピリッツと有機食品が

「autorisation（認可）」取得の対象となる。 

 

【ビール、ワイン、スピリッツ】 

ビール、ワイン、スピリッツにはアマゾン・フランスからの「autorisation（認可）」が

必要となる。認可申請の前に、出品者は、「出品者」、「商品」それぞれに求められる以

下のような要件を満たしているかどうかを確認する。 

 

出品者の要件 

・ 仏国内に返品可能な住所を有するか、または返品のための送料を負担する。 

・ サイトの言語（フランス語）でのやり取りが可能。 

・ 未成年者への販売の禁止107。 

・ 販売する商品に関する適正な書類と求められる情報を全て提供することができる。 

                                                        
105 食品・飲料の出品に関してはフランス語が必須 
106 食品・飲料の出品に関しては、「出品の制限がある商品」リストに記載がなく、基本的には「新品であ

ること」が唯一の条件であるように見えるが、セラー・セントラルの中の「ヘルプ」→「在庫管理」→

「はじめに」→「カテゴリーの要件を確認する」→「カテゴリー別の補足ガイドライン」→「食品・飲

料」とたどって行き着くページに、出品者の要件の記載がある。他の箇所では日本からの食品出品が不可

能である旨は見当たらない。 
107 他の商品に関しては、特に販売相手に関しての年齢制限はない 
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販売商品の要件 

・ 新品である 

・ 商品は有効な GTIN108を有するか、または GTIN 対象外であるか、ブランド登録

（programme du registre des marques）がされている。 

・ 商品が掲載されるページにアルコール容量（valeurs du titre alcoométrique volumique TAV）

が掲載されている。 

・ 欧州アマゾンサイトで販売される食品は、例えば食品の包装への成分表示に関する

1169/2011/CE に代表されるような、EU が定める法規を順守している。 

・ 欧州アマゾンサイトで販売される食品には、サイトで利用される言語（フランス語）に

よる表示（etiquette）がある。 

 

要件を満たした上で、認可申請には、以下のうちいずれかの書類が必要となる。 

・ 物品税登録番号（numéro d’accise）109 

・ あるいはフランスでの税務代理人または認可済みの倉庫管理者の物品税登録番号（Le 

numéro de droit d'accise français de votre entrepôt de stockage ou de votre représentant fiscal en 

France）および、これら税務代理人あるいは倉庫管理者の登録番号を、自社名にて利用

する権利を付与する旨の税務代理人あるいは倉庫管理者からの委任状 

 

必要とされている書類のいずれかがある場合には、販売許可画面で許可申請を行う。出

品申請を行う段階で、自社の物品税登録番号あるいはフランスでの税務代理人または倉庫

管理者の物品税登録番号を聞かれるので、これらがない場合には申請はできるが、その申

請は却下されて出品はできない110。 

申請受け入れ・却下は、セラー・セントラルに登録のメールアドレス宛にメールで通知

される。 

なお、アルコールはアマゾン・フランスのフルフィルメントサービスを利用できない

（ただしイタリアでは例外的に、イタリア製のビールとワインに関しては可能）ので、日

本からの直接出荷しかできない。 

                                                        
108 GTIN（Global Trade Item Number）とは国際的な流通標準化機関のGS1により標準化された商品識別コ

ードの総称。JAN/EANコードなど。 
109 物品税（droit d’accise）とは、タバコ、アルコール、石油製品など、一部の製品にかかる間接税で、物

品税登録番号とは物品税の対象となる製品の取引を行う企業に対して、税関が付与する番号。日本の企業

が欧州に拠点を持たずに物品登録番号を取得するためには、フランスでの財務代理人を立てねばならない

ので、独自に日本から現地の業者を利用せずに取得することは不可能。 
110 反対に、物品税登録番号を有するフランスでの税務代理人または倉庫管理者と契約をして、契約先の

税務代理人または倉庫管理者の番号を通じてアマゾン・フランスにアルコールを出品することは可能。 



 

138 

Copyright(C) 2019 JETRO. All rights reserved. 

【有機食品】 

「出品者」、「商品」それぞれに要件が求められるが、「出品者の会社が物理的に欧州

連合（EU）内に存在している」こと、「商品をEUから出荷すること」が必要とされるこ

とから、日本からの出品は不可能である。通常は、商品を「有機食品」として出品する場

合は、ビール・ワイン・スピリッツ同様に「アマゾン・フランスの許可を取るように」サ

イト内で誘導され、画面に従って許可を申請する。ユーロリーフに代表されるようなラベ

ル付与を受けているかなど、アマゾン・フランスの独自の基準に従って許可される。 

 

2.  EU法および国内法規の順守 

全般的に出品者アカウント内で閲覧可能な「出品規約および関連ポリシー」の順守が求

められる。 

この中でも特にフランス国内法およびEU法の順守が出品の前提とされる。「EUへの輸

入および海外出品情報111」に記載の順守するべき主要なEU法規は、 

 商品コンプライアンス（例：プラグ、電圧、おもちゃ、医薬品、化粧品、食品、商

品文書、年齢要件） 

 医薬品については、URL に EU 共通の公式ロゴを付して、医薬品販売登録者である

ことを示す。 

 環境、衛生および安全要件（例：REACH、CLP、WEEE、RoHS、バッテリー、梱包

に関する指令） 

 マーク／ラベル（例：低電圧規格の電気製品向け CE マーク） 

 

となるが、このリストが網羅的ではないとも言明していることから、自社の商品に当ては

まりそうなEUおよびフランスの法規は独自に調べて順守する必要があると思われる。 

またセラー・セントラル内の「ヨーロッパの税制上および規制上の考慮事項」などでは 

 知的所有権：EU への出品に際して必要な知的財産権（特許、商標、著作権）を有

している必要がある。 

 並行輸入：EU における知的財産権の違反に相当する違法な並行輸入であるとアマ

ゾン・フランスが判断した場合には、輸入・出品を禁止することもある。 

という点を注意喚起している。 

 

                                                        
111 https://g-ecx.images-amazon.com/images/G/08/Image/EU-Import_CrossBorder_FR.pdf 

https://g-ecx.images-amazon.com/images/G/08/Image/EU-Import_CrossBorder_FR.pdf
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食品に関しては、特に「（食品）商品は全て、EU内での販売を目的としており、EU

（または現地国）の全ての法令に準拠している必要がある」との記載があるので、例えば

栄養表示（INCO規則）、混合食品、ビスフェノールAを含めた包装容器にかかわる規制な

ど、EUへの商品輸入に関連する法規を網羅する必要がある（参考：

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2018/b44bfbfb1ad278a8/eu_guide2017.pdf）。 

 

一般データ保護規則（GDPR）についてアマゾン・フランスでは、自社で収集する個人

データに関するプライベートポリシーがあり、出品者に対して個人情報保護ポリシーを読

了し、それを承認する手続き（オプトイン）を求めている点でシーディスカウントに同

じ。また出品者に対してのGDPR順守は、個別には記載されていないが、「EU規則を全般

に順守」することが求められることから、結果的には対応が必要という点でもシーディス

カウントに同じ。対応方法についてはシーディスカウントの項目を参照のこと。 

 

3.  アマゾン・フランス独自の規定の順守 

アマゾン・フランスのセラー・セントラルには、最初に同意を求められる「出品規約＝

契約（Aoazon Services Europe Business Solutions Agreement）」の他に、「出品者利用規

約」、「商品ガイドライン」、「商標使用ガイドライン」、「請求書支払いポリシー」、

ほか非常に多くの独自の規約、ガイドライン、ポリシーの説明がありこれらの順守が求め

られる。独自既定の例を挙げると、 

・ アマゾン・フランスの顧客やユーザーを別のサイトもしくは販売プロセスに誘導する

ことは一切禁止。 

・ アマゾン・フランスの購入者に対する一方的なメールによる連絡（注文商品の出荷やそ

の他カスタマーサービスに必要な連絡を除く）、およびその他あらゆるマーケティング

目的で行われる E メールによる連絡は禁止。出品者と購入者は、双方に対しアマゾン・

フランスが割り当てた E メールアドレスを用い、マーケットプレイス・メッセージ管

理を通じて連絡を取り合うこと。 

・ 複数のセラー・セントラルアカウントを運用し、維持することは禁止、 

など。 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:fr:PDF
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2018/b44bfbfb1ad278a8/eu_guide2017.pdf
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Annexe 1. フランスでのVAT（付加価値税）番号取得の申請用紙 
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