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TNK Logisticsの強み

弊社ShipperMakerシステムでAmazonFBA納品を極限まで簡単にしたサービス

１、 毎日500個以上の海外AmazonFBA向け相乗り出荷だから“送料が業界最安値”

２、 システム月額利用料が”無料”

３、 アメリカ＆カナダ向けインポーターが ”無料”

４、 米国倉庫の受取も ”無料”（米国倉庫からの日本返送及びAmazon再納品は別途送料等発生）

５、 圧倒的な実績と経験 “対米輸出入業務経験10年以上”

６、 ShipperMaker（TNKのシステム名称）で出荷依頼が“1分で完了”

安心の
アマゾン認定システム

※2,3,4は国内倉庫を経由する相乗り出荷「シンプル転送」「お預かり転送」をご利用の方



運営会社概要

社名 株式会社 グローバルブランド（TNK Logistics親会社）

所在地 【本社】愛知県名古屋市西区上名古屋3-25-28 第7猪村ビル1階～3階

【アメリカ支店】 3325 E. Miraloma Ave Suite 125 

Anaheim CA 92806

【UK支店】 2018年度 開設予定

事業内容 ・商社業務および海外セールスプロモーション業務

・海外向け拡販ブランディング

・海外輸送：TNK Logistics及びShipperMaker

・自社PBの企画販売

代表取締役社長 山田 貴弘

名古屋本社

アメリカ倉庫アメリカ支店

資本金 1000万円
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１－１ 設定編 “アカウント登録”

TNK Logisticsアカウントを作ろう

希望ドメイン名（リンクになるものです）
※英数字8文字以内でお願いします

◆登録メールアドレス
◆担当者名
◆電話番号
◆登録会社名（屋号でも可）
◆住所１
◆住所２（マンション名）
◆市区町村
◆都道府県
◆郵便番号

システムアカウント発行の必要情報

https://www.tnk-logistics.com/

登録はこちらから（リンク最下部へ）

https://www.tnk-logistics.com/


TNK Logisticsへようこそ

“固定費完全無料”
・海外発送代行「月額利用料なし」
・アメリカ、カナダ「インポーター無料」
・「米国倉庫無料登録」（受取手数料無料）
※米国倉庫からの送料、ラベリング手数料等は別途発生いたします

“圧倒的な実績”
・10年以上の輸出実績
・Amazon認定、発送代行FBA納品プロバイダー
・毎日数百件のAmazon納品実績

“最高のサポート体制”
・チャットと電話ですぐ解決可能
・24営業時間以内のメール返信
・定期的なセミナー招待

TNK Logisticsは海外輸送を身近にします



ShipperMakerで出荷依頼しよう
FBA納品プランを作成したら、
SKUリストをダウンロード&保存

２－１ 出荷依頼編 AmazonでFBAプラン作成をしよう

①“SKUリスト”をダウンロードいただく
②【次ページ】でダウンロードファイル（txt 及びtsv）をアップロード



ShipperMakerで出荷依頼しよう

２－１ 出荷編 “AmazonFBA納品プランが出来上がったら”

Amazon SKUリスト
アップロードをクリック

指定ファイルを選択してください
※txt及びtsvファイルのみ

【クリック後に開く画面】

SKUリストをインポート



ShipperMakerで出荷依頼しよう

２－１ 出荷依頼編 “SKUリストをインポーターしたら”

インポート後・・・

正常にインポートされると左記画面に
移動

画面が切り替わらない場合、
「こちらをクリック」

＜もしエラーが出た場合は下記を確認＞
◆ファイルが「txt」「tsv」かどうか
◆ページ更新を行い再インポート
◆Wifi環境が不安定でないか

＜それでもできない場合＞
※再度SKUリストを再ダウンロードする
※同様手順を再度行っていただく
※チャット及びメール、お電話でご連絡



ShipperMakerで出荷依頼しよう

２－１ 出荷依頼編 “SKUリストをインポートしたら”

新規発送代行依頼が出現

ステータスが「依頼待ち」
であることを確認の上、

ミドリボタン「発送手続」
をクリック

貨物詳細の入力画面へ移動



ShipperMakerで出荷依頼しよう

２－１ 出荷依頼編 “出荷が決まったら”

貨物依頼のための情報記入

【サービス種別】

＜FBAシンプル転送＞
梱包済み貨物を指定倉庫にお送り頂き
Amazonに相乗り転送

＜FBAお預かり転送＞
出荷商品を指定倉庫で保管→指示され
た商品を梱包発送
※Premiumサービスはアマゾン向けはございません

＜記入・選択＞
サービス種別 箱数 原産国 単価
※半角にてご入力ください

＜記入選択後＞
①保存をクリックし
②転送依頼をクリック
③正常に依頼出来たら下記が出現



２－3 シンプル転送編 “出荷依頼が完了したら貨物を指定国内倉庫へ出荷しよう”

ステータス「転送依頼済」
追跡番号無状態は転送倉庫での貨物待ち

FBA外箱ラベルは下記のように天面に添付

＜倉庫に届いてからの流れ＞
①入庫後納品メールがお客様へメールご連絡
②出荷後に出荷連絡（貨物情報＆追跡番号）
※貨物情報は請求と若干の乖離が発生する可能性有

貨物を梱包し出荷しよう

指定倉庫に配送及び持ち込みください



出荷後は・・

追跡番号をクリックすると状況確認可能

送り状、インボイスは詳細クリック（次ペー
ジ）で、ダウンロード可能
※還付に必要な輸出許可書は、後日、約一カ月分と
りまとめ、メールにてお送りいたします。
※支払いサイトは末締め翌月20日払い

Amazon納品まで責任を持って
配送します

２－２ シンプル転送編 “出荷準備がすべて終わったら”

資料をダウンロード



２－３ 資料ダウンロード編 “出荷準備がすべて終わったら”

資料ダウンロード

クリックするとダウンロード可能
※還付に必要な輸出許可書は、後日、約一カ月分と
りまとめ、メールにてお送りいたします

資料をダウンロード



貨物依頼詳細画面へ

【記入・選択】
箱数（わからない場合「１」）
原産国
単価
サービス種別（お預かり転送）
※半角にてご入力ください

【記入選択後】
①保存をクリックし
②転送依頼をクリック

３－１ お預かり転送編 “SKUリストインポートまではシンプル同様”
～お預かり転送ケース～



転送依頼後

「New」表記が掲示され、ステータスが転送依頼済に変更されていれば転送完了
※お預かり転送の場合、通常配送予定日から１～２日程送れる可能性がございます

３－１ 出荷編 “SKUリストを保存したら” ～お預かり転送ケース～



依頼が終了したら貨物出荷

貨物に下記住所までお送りください

３－１ 貨物発送編 “発送依頼後” ～お預かり転送ケース～

【住所】
４５１－００２５
愛知県名古屋市西区上名古屋3-25-28 第7猪村ビル3F＿会員ID
※会員IDはShipperMaker会員IDになります。BUY-N-SELL 会員IDとお間違えの無いようお願いします

【宛名】
TNK Logistics（BUY-N-SELL Transfer でも可）

【電話番号】
052-686-2095



ShipperMakkerで依頼後の作業

３－２ 出荷後編 “貨物準備完了後” ～お預かり転送ケース～

①エクセルとFNSKUバーコードラベルをZIPファイルに入れる

②ZIPファイル名をFBA Shipment IDを記載いただき指定のチャットワークへ添付

③備考がある場合、チャットワークへ追記

チャットワークを申請
チャットワーク名：TNK Logistics 海外発送代行
チャットワークID：tnk-logi

https://chatwork.com/tnk-logi


ShipperMakkerで依頼後の作業

３－３ 出荷後編 “お預かり指示書” ～お預かり転送ケース～

【更に細かい指示が必要な案件は商品ごとにご指示ください】

①SKUリスト（TSVファイル）を全選択→コピー

②エクセルにそのまま貼り付け

③指示のある商品にコメント（右記）を追加してください

④ TNK Logistics 海外発送代行 チャットワークへお送りください

全て袋詰めFNSKU
ラベル貼付


