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Amazon を 

あなたの図書館にしてみよう♪ 

 

  あなたは、本が大好きですか？ 

眠っている本がたくさんありますか？ 

読まなくなった本どうしていますか？ 

 

“でじふぁんらいふ” 

デジタルライフサポート：みっちゃん 

 

 

 

著作権及び免責事項について 
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【著作権について】 

当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。 

当レポートの著作権は、筆者：光永 有輝子 に付随します。 

筆者の書面による事前許可なく、 

本商材の一部または全ての複製・転売・転載することを禁じます。 

 

 

【免責事項】 

当レポートは、筆者の経験や考えを纏めたものであり 

すべての人に同一の効果・影響を保証するものではありません。 

また、当レポートの内容に対していかなる損害を受けることになりましても、 

発行者・配布者は一切の責任を負いません。 

すべて自己責任の上ご使用ください。 

 

インターネットの情報は、常に変動します。 

このレポートを作成したのは、2014 年 4 月現在のものです。 

一部 2015 年に修正しています。 

サービス内容の変更や、システムなどの変更により 

レポートの説明と異なる場合がございます。 

改めご了承いただきご活用ください。 

 

 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。 

ＰＤＦファイルを閲覧できない場合は、 

以下より最新の AdobeReader をダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

 

  

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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はじめに 

 

はじめまして 

でじふぁんらいふ 

デジタルライフサポーターの“みっちゃん”こと 

光永有輝子と申します。 

 

インターネットを使ったサービスや 

パソコンやスマートフォンの操作などが 

苦手な女性の夢を夢で終わらせないために 

お悩みごとを解決し、バックアップサポートを 

おこなっています。 

 

インターネットには、無限の可能性があります。 

インターネットのお陰で、自宅に居ながら仕事が出来たり 

お一人様でも、ビジネスができる時代になりました。 

 

このインターネット 

別に、企業やビジネスだけに活用できるだけでなく 

 

趣味、実用、コミュニケーション、情報発信 

あらゆる人が、利用できる、とても恵まれた 

環境になっています。 

 

是非、あなたに合った活用法を見つけていただき 

夢を叶えるために、小さな一歩を踏み出していただきたい。 

そんな思いで、デジタルライフサポートをしています。 
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Ａｍａｚｏｎを図書館にするってどういうこと？？ 

 

今回は、本が大好きな方、ご自宅に読まなくなった本があり 

処分しようと思っていた方、ちょっと待ってください！ 

あなたに、とっておきの、 

インターネット活用法をご案内したいと思います。 

 

あなたは、Amazon で本をご購入されたことが 

おありですか？ 

 

それなら、是非あなたの図書館にしてみましょう♪ 

Ａｍａｚｏｎで買ったら、アマゾンで売る、 

借りたら返す図書館のように 

利用してしまおうということなのです。 

 

そして、Ａｍａｚｏｎで販売されている書籍なら 

Ａｍａｚｏｎで購入していなくても出品できるのです。 

 

ですので、処分しようか迷っている本や 

押し入れの中や本棚に、読まずに飾ってある本は 

Ａｍａｚｏｎの本棚に展示しておけば 

必要な人に、購入してもらって 

あなたは、また好きな本を購入する 

 

そうすることで、自分には不要なものを 

必要なものに変える 

まさに、借りて返す図書館のようだと思いませんか？ 

 

 

ＣＤやＤＶＤも、レンタルビデオのように 

借りて返すしかも、丁寧に扱っているものは 

相手にも喜ばれてお金が返ってくるので、 

めるで、レンタル料が割引されたようなもの 

マスターして是非、デジタルライフを満喫してください♪ 
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ご準備いただくもの 

 

１． 読まなくなった本 

 

２． Amazon アカウントに登録した 

   メールアドレスとパスワード 

 

３． あなたのニックネーム 

 

４． クレジットカード 

 

５． 銀行口座番号などが分かるもの 

  （キャッシュカードや通帳） 

 

６． 携帯電話など、 

  パソコンの操作中に応答できる電話番号 

 

７． 携帯電話やスマートフォンの 

   メールアドレス 

 

では、始めてまいりましょう！！ 
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本のリストをつくろう 

 

 

先ずはじめに 

 

１．読まなくなった本の状態を確認します。 

 

・帯のあるなし 

・カバーのあるなし 

・状態は？少々傷があり、折れあり、やけ（紙が少し茶色がかった状態） 

・臭いは？（特にタバコのにおいは禁物クレームになりやすいので注意） 

・中にラインやメモ書き、シミ、汚れ、折れがないかチェック 

 

Amazon の出品ガイドラインを参考に、 

新品、ほぼ新品、非常に良い、良い、可、出品不可 

のランクがあります。 

出品時に、コンディションの選択をしますので 

リストにして分けておきましょう♪ 

 

２． 本の裏側の数値を確認します。 

ISBNｘｘｘ－ｘ－ｘｘｘｘ－ｘｘｘｘ－ｘや 

ＵＰＣ、またはＡＳＩＮから始まる数値を 

控えておきます。 

 

３． 本の厚みを測っておきます。 

これは、本を発送する際に、厚みにより 

発送方法が異なります。 

料金が、変わってきますので 

包装のし方を工夫したりする参考にします。 

 

例：クリックポストＡ４サイズ３ｃｍ、１ｋｇまで １６４円  

   

ポスパケット Ａ４サイズ３．５ｃｍまで ３６０円 

 

 

 

https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=1085248
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それではＡｍａｚｏｎ図書館の開始です♪ 

５ページ目でご案内した７点と 

６ページ目で作成したリストを手元にスタートです！！ 

 

ステップ１ 

    Ａｍａｚｏｎにアクセスします！ 

http://www.amazon.co.jp 

 

 

ステップ２ 

右上のアカウントサービスをクリックします 

 

http://amazon.co.jp/
http://www.amazon.co.jp/
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ステップ３ 

 「サインイン」ボタンをクリックします。 

 

ステップ４ 

アドレスとパスワードを入れてサインインボタンをクリック 

（ご利用が初めての方は、ここで新規登録が必要です。） 

 



Amazon をあなたの図書館にしてみよう♪ 

Copyright © Digifanlife_mitchan All Rights Reserved. 2015 
 

9 

ステップ５ 

  ログインが完了したら 

  右上の「アカウントサービス」をクリックして 

  表示されたメニューから「アカウントサービス」をクリックします。 

 

ステップ６ 

右側に表示された一覧から「マーケットプレイス出品」をクリックします。 
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ステップ７ 

事前準備で用意したリストを、手元に用意します。 

以前、Amazon で購入したことのある商品は、 

画面上部の「過去に購入した商品～」と書かれた部分の 

「ここをクリック」ボタンをクリックして進みます→ステップ８へ 

 

Amazon 以外で購入したものは、画面下にある「出品したい商品を探す」 

という場所に、リストにメモをとった、ISBN や UPC の数字を入力 

もしくは、本のタイトルで検索します。→ステップ９へ 

 

ステップ８ 

購入した履歴が一覧表示されますので、出品したい商品の右側の 

「マーケットプレイスに出品する」ボタンをクリックします。 
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ステップ９ 

検索結果が表示されます。 

ISBN や ASIN で検索した場合は、商品がそのまま表示されますが 

キーワードや、本の題名で検索した場合は、検索結果が複数表示されますので 

該当の商品を一覧から探してください。 

見つかったら、商品の右横に「出品」ボタンが出ますのでクリックします。 

 

ステップ１０ 

出品画面が表示されます。 

あともう少しです！商品を確認して画面を下に進めていきます。 
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ステップ１１ 

これから、準備したコンディションや商品の状態 

価格設定、発送方法を設定していきます。 

 

１． コンディションを設定します。 

「中古―ほぼ新品」～「中古―可」の中で 

選択します。 
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２． コンディションの説明 

ここでは、リスト作成でご紹介した本の状態を記入します。 

下記のように、表示されます。 

私の場合で言うと 

帯やカバーのあるなしや状態と、発送に関して書いて出品した本と 

書かずに出品した場合など、試してみたところ 

アマゾンで注文すると日数がかかる傾向があるため、 

たとえば、【午前中までのご注文で、翌日発送します。】など 

発送に関しての特典を書いた商品が、比較的売れやすかったりします。 

お客様を思って、書くと良いと思います。 

 

 

 

 



Amazon をあなたの図書館にしてみよう♪ 

Copyright © Digifanlife_mitchan All Rights Reserved. 2015 
 

14 

３． 商品価格の設定 

下記の計算方法で、受け取りたい金額を決めて 

逆算で、出品価格を決めてみましょう。 

 

＜出品手数料と価格設定の内訳＞  

  商品の出品価格 

＋ アマゾンの指定送料（本の場合は、２７０円）＊ 

－ 配送料（実際にかかる送料） 

－ 販売手数料(本の場合は、出品価格の１５％)＊ 

－ カテゴリー成約料（本の場合は、６０円）＊ 

－ １００円の基本成約料 

------------------------------------- 

＝出品者が受け取る金額 

 

＊商品により異なります。 

 販売手数料・カテゴリ－成約料について 

 発送料について 

 振込口座への入金スケジュール 

 

実際の商品ページからは、 

現在出品中の安値も確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=1085246
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=1085250
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=1085326

