
Amazon 輸出 Tax Interview 簡易マニュアル 
A 塾 Amazon 輸出の個別サポート http://www.sedorischool.com/ 

Copyright (C) A 塾 Amazon 輸出の個別サポート All Rights Reserved. 
当資料の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの 

無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。 

「1099K インタビューガイド」 
1099K Tax Interview Guide 

当資料は、Amazon 米国内の下記ページ「1099K インタビューガイド」を翻訳したもので 

す。 

https://sellercentral.amazon.com/gp/onboard/helpcontent.html?ie=UTF8&repeatButto 
nsAtEnd=1&localizationKey=A16F3NS8AD5QYS&marketplaceID=A16F3NS8AD5QY 
S&tokens=tax1099k.guide&showTitles=1&hasPrintButton=1&hasCloseButton=1 

※税務に関しましては、税理士資格を持っていない人（＝私）がアドバイスすることは法 

律に抵触します。詳しくは、税理士さんにご相談いただきたくお願いします。 

【1099K インタビューガイド】 
1099K Tax Interview Guide 

■状況の変更（Change of Circumstances） 

あなたの W9または W8BEN が無効になるような変更がある場合は、 あなたの TAX ID 情 

報の変更を Amazon に知らせることになっています。 

状況の変更には以下が含まれます。 

・正式名称の変更（例えば、婚姻、合併による）。 

・他国への住所変更。 

・ビジネス TAX ID 番号(TIN)の社会保障番号（SSN）から雇用主番号(EIN)への変更。 

■初めに（Getting started） 

インタビューは、IRS W9 または W8BEN 書類を完成する為に必要な情報が得られるよう 

になっています。 

出来るだけ効率的に IRS 要求を満たす為に、すべての質問やインタビューの間に要求され
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た情報に答えます。無効な TAX 書類となるミススペルまたは間違った TAX ID 番号入力を 

避けるため慎重にならないといけません。 

■電子サイン承諾（Consent to Electronic Signature） 
TAX ID 書類にあなたのサインを入れることになっています。この場合、IRS では電子的に 
TAX ID 書類にサインする承諾を Amazon が、あなたから得ることになっています。 

もし承諾しない場合は、インタビューの最後にその書類を印刷し、青または黒ペンでサイ 

ンして提供された住所に郵送することになります。 

■電子 1099 書類の承諾（Consent for Electronic 1099 Form） 

あなたの TAX 情報の報告種類 1099K の電子バージョンを Amazon が提供する為に、IRS 
では Amazon があなたの承諾を得ることになっています。承諾することにより、2012 年 1 
月 31 日後からあなたの販売人アカウントから電子バージョンのあなたの 1099K 書類を引 

き出すことが出来ます。また、あなたの 1099K 電子書類が用意できた時に、Amazon から 

通知します。 

あなたの同意を提供しない場合、Amazon があなたが指定した住所へ、2012 年 1 月 31 日 

以降に 1099K の印刷コピーを郵送します。 

■税ステータス（Tax Status） 

この質問によって米国収入税上であなたが米国市民または非米国市民かどうかを判断しま 

す。1040、1041、1065、または 1120 シリーズのフォームを使用して、IRS と所得税申告 

書を提出する場合、通常この質問に対して YES を選択する必要があります。 

あなたが IRS と法人所得税申告書を提出しない、米国内に住んでいない、または米国民で 

ない場合は、この質問に対して NO を選択してください。 

■個人ですか、事業者ですか？（Individual or Business?） 

個人又は単独所有者として納税情報を提供する場合は、「個人又は単独所有者」ラジオボタ 

ンを選択してください。S 又は C の企業、トラスト、パートナーシップ又は有限責任会社
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（LLC）などの法人の代表として納税情報を提供する場合は、「企業、トラスト、パートナ 

ーシップ又は LLC」ラジオボタンを選択してください。 

■個人情報：アメリカ人の場合（Personal Information: U.S. Person） 

ソーシャルセキュリティカードか所得税還付に表示されているファーストネーム（名）と 

ラストネーム （姓） の欄に記入してください。「事業又は取引名」 のラインにあなたの事業、 

取引又は「事業通称（DBA）」を入力することもできます。 

■事業情報（Business Information） 

事業がトラスト、パートナーシップ又は企業に属する場合は、次のように記載してくださ 

い： 

・トラスト － 信託証書に記載の名称 

・パートナーシップ － パートナーシップ契約書に記載の名称 

・企業 － 法人設立認可証又は企業設立の際の他の法律文書に記載の名称 

「事業又は取引名」のラインにあなたの事業、取引又は「事業通称（DBA）」を入力するこ 

ともできます。 

■連邦納税分類（Federal Tax Classification） 

最初のドロップダウンボックスから法人の適切な納税分類を選択してください。事業が有 

限責任会社（LLC）の場合は、次のドロップダウンボックスから「LLC」を選択してくだ 

さい。 

例えば、あなたが連邦税の目的からパートナーシップとして扱われる LLC の場合は、「パ 

ートナーシップ」を選択してください。あなたが企業として課税されるべくフォーム 8832 
又はフォーム 2553 を提出した LLC である場合は、「C 企業」又は「S 企業」を選択してく 

ださい。あなたが規程のセクション 301.77013 に基づいて所有者とは別の団体として除外 

される LLC である場合は（雇用税又は物品税を除く）、LLC の所有者（「法人名」ラインに 

記載する必要あり）が連邦税の目的から除外されない別の LLC でない限り、ドロップダウ 

ンボックスから LLC を選択しないでください。
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LLC が所有者とは別の団体であるとして除外される場合は、「法人名」ラインに記載の所有 

者の適切な税分類を入力してください。 

■住所（Address） 

住所（通常、主として居示している住所のことを指します）は、次のいくつか又は全部の 

要素により決定されます。これは次のことが生じる住所です： 

・主たる住宅を所有している又は借りている － あなたが大部分の時間を過ごす場所 

・仕事へ行ったり、旅行したり、一時的に別の場所に住むときに帰宅する場所として持っ 

ている住所 

・運転免許証の住所 

・投票権を持っている住所 

・メインの銀行口座を持っている住所 

・最も強く家族と関わっている住所 

・あなたの子供が学校へ通っている住所 

・あなたが事業を所有または運営している住所。 

・あなたが別の州で勉強している学生であって故郷の州にまだ定住住所を持っている場合 

（親の家など）、あなたの故郷の州が主たる居住住所となります。 

■納税者番号（Tax Identification Number） 

あなたの TIN は従業員番号（EIN）に記載の社会保障番号（SSN）です。社会保障カード 

に SSN が記載されています。 EIN は EIN を割り当てた IRS から届く CP575A に記載され 

ています。入力した TIN が正しい TIN であることをご確認ください。 

源泉徴収税のバックアップを取る必要があります （Are you subject to Backup Withholding 
Tax） 

あなたの収入について源泉徴収税のバックアップをとる必要がある旨を通知する IRS から 

の「B」通知書を受け取っている場合は、この質問に対して「はい」を選択してください。 

■納税者番号 （TIN） が IRS で認証に失敗した場合 （Tax Identification Number (TIN) failed 
to validate with the IRS）
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提出した TIN を確認し、適切に訂正してください。SSN を提出する場合は社会保障カード 

に記載の名前を、 あるいは EIN を提出する場合は IRS からの CP575A 通知書に記載の名前 

を使うようにしてください。 

■W9 情報を確認してください（Review your W9 information） 

提出した情報を確認し、W9 が認証を受けられる状態であることを確かめてください。W9 
の詳細に問題がなければ、「W9 を提出する」ボタンをクリックします。 

■個人情報：非米国人（Personal Information: NonU.S. Person） 

個人として情報を記入する場合には、納税申告書に記されている情報を使用してください。 

事業主として情報を記入する場合は以下の名前を使用してください。 

・トラスト─信託証書上に記載されている名前 

・共同経営会社─パートナーシップ契約書に記載されている名前 

・法人─法人設立認可証或いは他の法人を構成する法的書類に記載されている名前 

■受益権所有者（Beneficial Owner） 

収入の受益権所有者は一般的に米国租税法の下で、収入を納税申告書上の総収入に含める 

よう義務づけられている人を指します。 

しかし人が名義人、代理人、管理人である限りにおいて、或いは人が特別媒体機関であり、 

取引への参加が見られない限りにおいて、収入の受益権所有者ではない。支払額が収入を 

構成しない場合、支払が収入であるように受益権所有が決定される。 

外国の共同経営会社、外国の単純信託、外国のグラニター・トラストは共同経営会社やト 

ラストに支払った収入の受益権所有者ではない。 

外国の共同経営会社に支払われる収入の受益権所有者は、パートナーそれ自体は外国の単 

純信託、グラニター・トラスト、名義人、その他の代理人ではないならば、一般的に共同 

経営会社のパートナーである。 

外国の単純信託に支払われる収入の受益権所有者は、受益者が外国の共働経営会社、外国 

の単純信託、グラニター・トラスト、名義人、代理人でないならば、トラストの受益者で
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ある。外国のグラニター・トラストの受益権所有者はトラストのオーナーとして取り扱わ 

れる人である。外国の複合信託（すなわち、外国のトラストのうち外国の単純信託或いは 

外国のグラニター・トラストでない）に支払われる収入の受益権所有者はトラスト自身で 

ある。 

■定住所（Permanent Address） 

定住所、即ちその国の所得税のために住んでいると主張する住所は、以下の要因の一部或 

いは全てによって決定される。次のいずれかに当たる住所を言う。 

・自分が大半の時間を過ごす、自分が所有するか賃借する家 

・仕事、旅行、或いは一時的に別の所に住むときに返却しようとする場所 

・自分の運転免許証に記載されている場所 

・投票するために登録されている場所 

・自分の主要な銀行口座を維持している場 

・最も強い家族との絆がある場 

・子供が暮らし、学校へ通う場 

・自分が所有あるいは経営する主要な事業の場 

■郵送先住所（Mailing Address） 

定住住所を入力する際に郵送先住所を定住住所と異なる住所にチェックを入れた場合は、 

ここに郵送先住所を入力してください。 

■W8BEN 情報を見直してください（Review your W8BEN information） 

アメリカの法律では、あなた自身が W8BEN が正確に記載されていることを認証しなけれ 

ばなりません。宣誓書に記載の内容を身長に見直してください。W8BEN が有効に認めら 

れるよう、完全な法律上の名前、e メールアドレス、日付を記入してください。 

■W8BEN のハンドコピーを送付する住所（Address to mail your hardcopy W8BEN） 

あなたは税情報について Amazon から電子的方法で連絡が送られないことへの同意書を提 

供することを選択しました。 

あなたの W8BEN を処理するため、お使いのブラウザから印刷し、青や黒ペンで印刷され
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たコピーに署名し、署名をして完成されたコピーをアマゾン宛で指定された住所に郵送し 

てください。Amazon 出品用アカウントへの混乱を避けるため、期間内に手続きを行って 

ください。 

■W8BEN の認証失敗（Certification failure of your W8BEN） 

確認し、画面に表示されるエラーを修正してください、その後、W8BEN を再認証してく 

ださい。
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