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1 一般規則 

本ガイドラインについて 

・購入者の利便性向上のため、本ガイドラインを遵守して商品をご登録ください。遵守されていない場合、サイト上の表示の制限、商品

の削除、出品の停止をさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。 

・ガイドラインにご不明な点がある場合や、出品したい商品のカタログが既にあり、そのカタログがガイドラインに沿っていない場合は、テクニ

カルサポートまでご連絡ください。 

・本ガイドラインはスポーツ＆アウトドアストアのゴルフ商材の特有のガイドラインです。セラーセントラルに記載の、全カテゴリー共通のガイド

ラインも遵守する必要がありますのでご注意ください。ただし、重複する内容に関しては、本ガイドラインの記載事項を優先します。 

全カテゴリー共通のガイドライン： 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200329080 

出品カテゴリー 

スポーツ＆アウトドアストアに出品できる商品は、スポーツ競技・アクティビティに用いるギアのみになります。以下は間違えやすい商品と正

しい出品先ストアの例です。 

・サプリメント(プロテイン等)：ヘルス＆ビューティーストア 

・ウェア・ユニフォーム(シャツ、パンツ、ジャケット、帽子等)：服＆ファッション小物ストア 

・シューズおよびバッグ(ゴルフシューズ、ボストンバッグ等)：シューズ＆バッグストア。ただし、以下のゴルフ関連商品については、出品カテゴ

リー選定基準に従い、スポーツカテゴリー、シューズ＆バッグカテゴリーのいずれかに出品してください。 

【対象商品】 

キャディーバッグ・クラブケース 

シューズケース 

トラベルカバー 

ヘッドカバー 

ボールケース 

 

【出品カテゴリー選定基準】 

ゴルフクラブの取り扱いがあるブランド(ミズノ等)：スポーツカテゴリー 

ゴルフクラブの取り扱いがないブランド(PEARLY GATES 等)：シューズ＆バッグカテゴリー 

 

具体的には、以下のブラウズノードのゴルフ商品は、スポーツ＆アウトドアストアではなく、シューズ＆バッグ、服＆ファッション小物ストアへ

の登録する必要があります。 

ノード ID ブラウズノード 商品登録カテゴリー 

15324741 かばん・ラゲッジ/スポーツバッグ/ゴルフ シューズ＆バッグ 

15690561 かばん・ラゲッジ/スポーツバッグ/ゴルフ/その他 シューズ＆バッグ 

15320051 かばん・ラゲッジ/スポーツバッグ/ゴルフ/ボストンバッグ シューズ＆バッグ 

2221126051 メンズ/シューズ/スポーツ/ゴルフ シューズ＆バッグ 

2221156051 レディース/シューズ/スポーツ/ゴルフ シューズ＆バッグ 

2188993051 スポーツウェア/ゴルフ 服＆ファッション小物 

2249080051 スポーツウェア/ゴルフ/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249079051 スポーツウェア/ゴルフ/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131643051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ 服＆ファッション小物 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200329080
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2131645051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131644051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2131646051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/ソックス 服＆ファッション小物 

2131647051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/パンツ 服＆ファッション小物 

2393034051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/ベスト 服＆ファッション小物 

2131648051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/レインウェア 服＆ファッション小物 

2131649051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/帽子・バイザー 服＆ファッション小物 

2131756051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース 服＆ファッション小物 

2131758051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131757051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2329871051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/スカート 服＆ファッション小物 

2131759051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/ソックス 服＆ファッション小物 

2393036051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/チュニック・ワンピース 服＆ファッション小物 

2131760051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/パンツ 服＆ファッション小物 

2393035051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/ベスト 服＆ファッション小物 

2131761051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/レインウェア 服＆ファッション小物 

2131762051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/帽子・バイザー 服＆ファッション小物 

 

商品タイプについて 

商品タイプ(feed_product_type)について、ゴルフクラブは GolfClubs を選択してください。その他の商品は SportingGoods を選択してくだ

さい。 

 

並行輸入品の出品について 

並行輸入品については、下記の「並行輸入品」のページの「並行輸入品の商品登録」に従ってください。  

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200936440  

注意：並行輸入品であっても、電気用品安全法、家庭用品品質表示法などを含むすべての法令を厳守して出品いただく必要がありま

す。適用のある法令を遵守していない商品は Amazon.co.jp では出品・販売できませんのでご注意ください。 

製品コードがない場合は 

製品コード免除の申請またはブランド登録のを申請をし行い、型番の欄に正確なメーカー型番を入力してください。メーカー型番を入力

しないと、新しい商品として出品できません。また提供されたメーカー型番に誤りがあると、新しい商品として出品できないことがあります。

詳しくはこちらをご覧ください。(リンクへのアクセスにはセラーセントラルへログインが必要です。) 

 

下記をメーカー型番として登録することはできません。 

• 一文字だけの記号や数字（例：-、*、_、－、0、1、2、3、4） 

• 不適切な英文字（例：na、none、test、na1、SKU、N/A、a、b、c、CN） 

• 不適切な文言（例：不明、管理番号、暂无、なし、ノーブランド品、ノーブランド、ノーメーカー） 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200936440


 
 

Copyright (c) 2017 Amazon. or its corporate affiliates.  All rights reserved.  This document is confidential, and may not be copied 
or distributed, in whole or in part, without the express written consent of Amazon. 

Page 4 of 17 

  

2 ブランド名 

ブランド名表記ルール 

・購入者の利便性向上と Amazonサイト上での表記統一のため、ブランド名を入力する際は下記のルールに沿って入力してく

ださい。 

 ブランド名表記ルール 

 日本語＋半角かっこ+英語名（頭文字：大文字）＋半角かっことじ 

 例：アマゾン(Amazon) 

※ロゴ商標もしくは文字商標されているブランド名の外国語表記がすべて大文字・小文字の場合は、そのままの表

記とする。（例：LEGO、LIXIL、adidas） 

 

 ブランド登録時の注意点 

 １メーカー＝1 ブランド登録：Amazon では、１メーカーにつき、１ブランドでの表記登録としています。そのため、商品

ラインナップごとにシリーズ名が異なる場合も、1つのブランド名に統一してください。 

 例：パナソニックの場合：【ビエラ、ルミックス、ディーガ】と分けずに、すべて【パナソニック(Panasonic)】で登録し

てください。 

 企業名・店舗名による他社製品の登録禁止：他社製品を自社の企業名や店舗名で登録しないでください。 

 例：adidas、NIKE の商品を ABCスポーツショップ等のブランド名で登録しない 

 商品名・シリーズ名・キャラクター名での登録禁止： 

 例： 誤：【iPhone】 →正：【アップル(Apple)】 

     誤：【ブラビア】 →正：【ソニー(SONY)】  

     誤：【ドラゴンボールヒーローズ】 →正：【バンダイ(Bandai)】  

 

ブランド名が正しく登録がされていない場合は、【異なるブランド名】や【不明】としてサイトに表示されることがあります。 

正しいブランド名で登録したにも関わらず、異なるブランド名で商品が表示されている場合は、テクニカルサポートまで連絡して

ください。 

 

注：衣類商材の場合は、以下を遵守してください。 

ブランド名が記載されたラベルを商品に縫い付ける。または、ブランド名が記載されたタグを糸・チェーン・タグピンなどで付ける。 

 

上記の条件を満たしていない商品は、プライベートブランド品として出品できません。また、スポーツ＆アウトドアストアでは、ノーブランド品

の出品はできません。 
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3 商品名(一般規則) 

メーカー名を先頭にして、以下形式で情報を半角スペースでつなぐように入力してください。 

 

[メーカー/ブランド] [サブブランド、シリーズ名] [商品タイプ] [商品名] [対象] [利き手] [海外仕様] [年式] [数量] [型番]  

[カラー] [サイズ] [その他の情報] 

 

項目名 内容説明 フォーマット 例 

バリエー 

ション  必須 

メーカー/ 

ブランド 

ダンロップ、ブリヂストンなどのメーカー

/ブランド名を指定してください 

英語メーカー名(日本語メーカー名) 

英語または日本語のみの場合は、片方で可 
DUNLOP(ダンロップ)   必須 

サブブランド/ 

シリーズ名 

ゼクシオなどのサブブランド/シリーズ

名を指定してください 

英語ブランド名(日本語ブランド名) 

英語または日本語のみの場合は、片方で可 

XXIO 8(ゼクシオ エイト)、

TOURSTAGE X-DRIVE GR、

SLDR、915 D3、ポケットネオ 

    

商品タイプ 
「ゴルフボール」など商品の一般の名

称 
なし 

ゴルフボール、ゴルフグローブ、キャ

ディバッグ、ゴルフナビ、、距離

計、リフトティー 

  必須 

商品名 商品タイプ以外の商品の名称 なし 

トマホークティーロング、ピンシーカ

ー スロープ ツアーZ6 ジョルト、

THE GOLF WATCH mk2 プラス 

    

対象 
メンズの場合は省略可。レディース、

ジュニアの場合は必須。 

レディース、ジュニア、のいずれか。 

ジュニアの場合は、身長、対象年齢など補足の

説明をスペックに記載 

レディース、ジュニア     

利き手 
グローブは必須。それ以外は、左利

きの場合のみ必須。 

右利き用、左利き用、両手用 

グローブは利き手と着用が逆で紛らわしいので、

スペックに左手着用、右手着用と記載 

右利き用、左利き用、両手用     

海外仕様 
日本以外の場合 

日本モデルの場合は省略 
XX 仕様 US 仕様     

年式 
商品名、型番で判断できる場合は

省略。必要な場合は記載 
20XX年モデル 2014 年モデル     

数量 

ゴルフボールは必須 

グローブのセットなど複数個が含まれ

る商品について記載 

X 個入り、X ダース 

X 個セット、X 枚セット 

6 個入り、1 ダース 

5 個セット、5 枚セット 
    

型番 商品のメーカー型番   
AM-130-BK、BL201441、

GWP-BW 
    

カラー 
複数ある場合は、バリエーションに設

定 

色にメーカーの型番がある場合は、色(型番)と

記載 

2 種類の色の場合は、色 1/色 2 と記載 

赤 

黄 

ホワイト(PZWX) 

ブラック/レッド 

Y   

サイズ 
複数ある場合は、バリエーションに設

定 

xxcm、xx インチ 

S, M, L など 

数字は半角 

20cm 

34 インチ 

L(24-26cm) 

Y   

その他の情報 付属のアクセサリーなど   メッシュバック入り     
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・記載例： 

商品タイプ 例 

ゴルフボール 

BRIDGESTONE(ブリヂストン) PHYZ ゴルフボール 1 ダース ホワイト(PZWX) 

NIKEGOLF(ナイキゴルフ) TI-VELOCITY ゴルフボール 2013 年モデル 12 個入  GL0612-101 ホワイト 

TOBIEMON(飛衛門) FLYGARD-2DMB ゴルフボール 1 ダース 白 メッシュバック入り 

キャディーバッグ・ケース 

Wilson(ウイルソン) クラブケース WSCC6918 ブラック / レッド 

MIZUNO(ミズノ) キャディバッグ T-ZOID メンズ 5LJC142200 ブラック 

Callaway(キャロウェイ) L-Style キャディバッグ レディース 2014 年モデル 14W JM 5114056 ベージュ  

ゴルフグローブ 

MIC 39 GOLF(ミックゴルフ) FIT39 ゴルフグローブ 右利き用 グレー/黒 L(24-26cm) 

MIZUNO(ミズノ)ゴルフグローブ ダブルグリップグローブ レディース 両手用 45GW02102 ホワイト/ネイビー(14) 21cm 

TITLEIST(タイトリスト) ゴルフグローブ スーパーグリップ グローブ 2 枚セット TG35 ホワイト 24cm 

ラウンド用品 

ONOFF(オノフ) グリーンマーカー OQ0813 イエロー 

DAIYA(ダイヤ) ティー トマホークティーロング TE-500 

LITE(ライト) アイアンティー T-522 

アクセサリー 

GreenOn(グリーンオン) ゴルフナビ THE GOLF WATCH mk2 プラス GWP-BW ブラック/ホワイト 

Bushnell(ブッシュネル) ゴルフ用 レーザー距離計 ピンシーカー スロープ ツアーZ6 ジョルト BL201441 

LYNX(リンクス) ゴルフグリップ TPR GG8 8 本入り  

練習用品 

EPSON(エプソン) ゴルフスイング解析システム M-Tracer For Golf MT500G2 

LYNX(リンクス) 練習用クラブ ティーチングプロ 2 TEACHING PRO 2  

SUPERBENT(スーパーベント) パターマット 45cmｘ3m 距離感マスターカップ付き 

 

NG ワード：  

商品名に以下の文言を含めることはできません。 

・記号 

・出品者様固有サービスの表記 

・商品価格に関連する表記 

・商品名以外の商品の補足説明 

 



 
 

Copyright (c) 2017 Amazon. or its corporate affiliates.  All rights reserved.  This document is confidential, and may not be copied 
or distributed, in whole or in part, without the express written consent of Amazon. 

Page 7 of 17 

  

NG ワード例： 

分類 NG ワード例   分類 NG ワード例   分類 NG ワード例 

記号 !   商品価格に関連す

る表記 

%OFF   商品名以外の商品

の補足説明  

No.1 最新 定番 

！   ％OFF   ナンバー1 最適 当社 

?   %オフ   ナンバー１ 殺鼠 特許出願 

<    ％オフ   ナンバーワン 殺虫 特許申請 

>    BARGEN   アレルギー 残りわずか 日に入荷 

■   ＢＡＲＧＥＮ   オススメ 残り僅か 日本一 

▲   バーゲン   おすすめ 使用後 認め 

△   お得な   おトクな 使用前 売れてます 

◆   お買い得   お勧め 秋冬物 売れ筋 

◇   クリアランス   お洒落な 春夏物 比類 

©   割引   ピッタリ 心配 副作用 

®   激安   ぴったり 新作 豊富な 

☆   最安値   ヒット商品 新入荷 本物 

★   特価   永久 人気の 枚限 

♪   特売   王道 人気商品 枚限り 

™   特別価格   完全 人気沸騰中 枚限定 

出品者様固有サー

ビスの表記 

あすつく   年末商戦   官庁 推せん 優位性 

あすラク   破格   緩和 推薦 予防 

あす楽   半額以下   希 少 粋夏 流行の 

メール便         希少 世界 初   

楽ギフ         忌避 世界一   

楽天         業界初 世界初   

送料 0 円         軽減 先着順   

送料０円         芸能人愛用 全色   

送料込         決定版 早い者勝ち   

送料無料         権威 他の追随を許さない   

即納         効果 他社   

配送無料         効果絶大 体験談   

発送無料         厚生労働省 大人気   

年保証付         今なら 大定番   

品質保証         再入荷 注文殺到   

無料配送         最高 超人気   

無料発送         最上級 鎮める   
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4 商品名(ゴルフクラブ) 

メーカー名を先頭にして、以下の形式で情報を半角スペースでつなぐように入力してください。  

ゴルフクラブの出品は、バリエーションを使用してください。バリエーションについては、後述の「5 バリエーション」を参照してください。 

 

[メーカー/ブランド] [サブブランド、シリーズ名] [商品タイプ] [本数] [シャフト名] [対象] [利き手] [海外仕様] [年式]  

[番手、ロフト] [フレックス] [ライ角、バウンス角] [その他の情報] 

 

項目名 内容説明 フォーマット 例 必須 

バリエー 

ション 

メーカー/ 

ブランド 

ダンロップ、ブリヂストンなどのメーカ

ー/ブランド名 

英語メーカー名(日本語メーカー名) 

英語または日本語のみの場合は、片方で

可 

DUNLOP(ダンロップ) 必須   

サブブランド/ 

シリーズ名 

ゼクシオなどのサブブランド/シリーズ

名 

英語ブランド名(日本語ブランド名) 

英語または日本語のみの場合は、片方で

可 

XXIO 8(ゼクシオ エイト)、

TOURSTAGE X-DRIVE GR、SLDR、

913 D3 

    

商品タイプ アイアン、ウッドなどクラブの種別 

以下のいずれか： 

アイアン、ウェッジ、ドライバー、パター、フェア

ウェイウッド、ユーティリティ、クラブセット 

アイアン、ウェッジ、ドライバー、パター、

フェアウェイウッド、ユーティリティ、クラブ

セット 

必須   

本数 
アイアン、ウェッジ、クラブセットの場

合、セットの本数を記載 

(単品)、(X 本セット)、(フルセット)、(ハーフ

セット) 

アイアン (単品)、アイアン (6 本セット)、

ウェッジ (2 本セット)、クラブセット (フル

セット) 

    

シャフト名 シャフト名がある場合は必須   
MP800 カーボン、Tour AD BB-5、アッ

タス 4U 7 
    

対象 
メンズの場合は省略可 

レディース、ジュニアの場合は必須 

レディース、ジュニア、のいずれか。 

ジュニアの場合は、身長、対象年齢など補

足の説明をスペックに記載 

レディース、ジュニア     

利き手 左利きの場合のみ必須 左利き用 左利き用     

海外仕様 
日本以外の場合 

日本モデルの場合は省略 
XX 仕様 US 仕様     

年式 
商品名、型番で判断できる場合は

省略。必要な場合は記載 
20XX年モデル 2014 年モデル     

番手、ロフト 
アイアンなど複数の番手がある商品

は必須。バリエーションで登録する 

各メーカーの標準的な表記に合わせるが、

番手は「#X」、角度は「XX.X°」推奨。セッ

トの場合は、「15/19°」のようにスラッシュ

でつないで記載。 

(ドライバー)10.5°S、(フェアウェイウッド) 

#3 15°SR、(ユーティリティ) 21°R 、

SW M40、(パター) 

  Y 

フレックス 
アイアンなど複数の番手がある商品

は必須。バリエーションで登録する 
各メーカーの標準的な表記に合わせる。 S, R, L   Y 

長さ 
パターなど複数の長さがある商品は

必須。バリエーションで登録する 

各メーカーの標準的な表記に合わせるが、

「XX インチ」推奨 
34 インチ   Y 

ライ角、バウンス角 任意。バリエーションにはしない 
各メーカーの標準的な表記に合わせるが、

「XX.X°」推奨 
      

その他の情報 付属のアクセサリーなど   メッシュバック入り     
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・記載例： 
商品タイプ 例 

ドライバー 

・DUNLOP(ダンロップ) XXIO 8(ゼクシオ エイト) ドライバー MP800 カーボン 10.5°S 

・BRIDGESTONE(ブリヂストン) TOURSTAGE X-DRIVE GR ドライバー TourAD B14-03w 2014 年モデル 9.5°R 

・Callaway(キャロウェイ) X2HOT ドライバーTourAD MT-6 10.5°S 

フェアウェイウッド 

・TAILOR MADE(テーラーメイド) SLDR フェアウェイウッド (2 本セット) TM1-114  #3/#5 15/19°SR 

・YAMAHA(ヤマハ) RMX フェアウェイウッド Motore Speeder TMX-514F #4 SR 

・PRGR(プロギア) NEW egg フェアウェイウッド カーボン #3W 15°M43(S) 

ユーティリティ 
・TITLEIST(タイトリスト) 913H ユーティリティ (2 本セット) NS PRO 950GH UT  17/19°S 

・DUNLOP(ダンロップ) XXIO 8(ゼクシオエイト)ユーティリティ MP800 カーボン #U4 21°SR 

アイアン 

・DUNLOP(ダンロップ) SRIXON Z725 アイアン (単品) ダイナミックゴールド D．S．T． #4 S200 

・PING(ピン) G SERIES G25 アイアン(単品) CFS MAX/CFS スチール #4 R 

・DUNLOP(ダンロップ) XXIO 8(ゼクシオ エイト) アイアン(5 本セット) MP800L カーボン レディース A 

・FOURTEEN(フォーティーン) フォージド アイアン(6 本セット) NS PRO 950GH HT S 

ウェッジ 
・KASCO(キャスコ) ドルフィンウェッジ NS PRO 950GH SW 58°S トゥ：-3、センター：6、ヒール：3 

・FOURTEEN(フォーティーン) DJ-11 ウェッジ(2 本セット) ダイナミックゴールド 52/58° -5/-10°   

パター 
・ODYSSEY(オデッセイ) VERSA 90 パター #7 BLACK ホリゾンタルデザイン(横型) 34 インチ 

・SCOTTY CAMERON(スコッティキャメロン) SELECT セレクト ニューポートパター  
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5 バリエーション 

一般規則 

・セラーセントラルの以下ヘルプページを参照してください。 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=8831 

・ゴルフクラブ以外の商品は、「色」、「サイズ」のバリエーションを設定できます。その他のバリエーションは設定できません。 

・色のバリエーションの例： 

 

・色とサイズのバリエーションの例： 

 

・「色」、「サイズ」に無関係な項目を記載・設定しないでください。 

・例：サイズに「お取り寄せ」の記載がある。 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=8831
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・子 ASIN が 1 つしかない親 ASIN を作成しないでください。 

ゴルフクラブ 

・ゴルフクラブの場合は、「番手、ロフト」(Loft)、「フレックス」(Flex)、「長さ」(Length)を設定できます。 

・クラブの種類によって、以下のバリエーションテーマを選択してください。 

クラブの種類 

バリエーションテーマ 

(VariationTheme) 

ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ 

ウェッジ(単品)、アイアン(単品) GolfFlexGolfLoft 

アイアンセット、ウェッジセット、クラブセット GolfFlex 

パター Length 

 

・GolfFlexGolfLoft の例： 

 

・GolfFlex の例： 
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・Length の例： 

 

・「シャフト素材タイプ」、「利き手」、「色」、「サイズ」などのバリエーションは設定しないでください。 

特にシャフトの違いでバリエーションを設定すると、商品を検索しづらくなりますので、控えください。 

・「シャフト素材タイプ」、「利き手」でバリエーションを設定している NG 例： 
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6 画像登録 

メイン画像 

メイン画像は、必ず以下のページに記載の基準に合った画像を登録してください。基準に合わない画像は削除の対象になります。 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=16881 

バリエーションを組む場合は、親・子 ASIN 両方にメイン画像が必要です。親 ASIN のメイン画像がない場合は、子 ASIN のメイン画像

があってもランキングなどで画像が表示されません。 

・親 ASIN にメイン画像が設定されていないため、ランキングで画像が非表示になっている例： 

 

 

サブ画像 

必須ではありませんが、商品の転換率を高めるため、できるだけ多く(8 枚まで)掲載してください。メイン画像では写っていない側面、使用

方法、詳細などを表示できます。 

・例：商品の特徴 

 

例：番手のスペック表 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=16881
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例：複数の角度からの画像 

 

参考資料 

Webinar 【売上向上対策：出品情報改善】 商品画像、ブランド名、商品説明の重要性について 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201069910 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201069910
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ブラウズノード・リファインメンツ 

ブラウズノード 

・以下の資料を参照し、必ずブラウズノードを設定してください。 

ブラウズノードとリファインメンツについて： 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=201292470 

ブラウズノード・リファインメンツの更新： 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/201045760/ref=pt_201045760_cont_201292470 

・原則リーフノード(末端のノード)を登録してください。適切なノードが見つからない場合は、リーフノードの上の階層のノード登録してくださ

い。また、テクニカルサポート宛に適切なノードがないことをご報告いただくことをお勧めします。 

 

・参考資料 

Webinar【売上向上対策：出品情報改善】ブラウズノード、リファインメンツの見直しと設定について： 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201069910 

出品情報改善 - サクセスストーリー： 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=201060450 

 

リファインメンツ 

・なるべく多くの絞り込み検索の対象とするために、可能な限り対象のリファインメンツすべてに紐づくように属性(アトリビュート)を指定してく

ださい。ブラウズノードと同様、以下の資料を参照してください。 

ブラウズノードとリファインメンツについて： 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=201292470 

ブラウズノード・リファインメンツの更新： 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/201045760/ref=pt_201045760_cont_201292470 

 

・ゴルフ商材で指定可能なリファインメンツは、ブラウズツリーガイドで確認できます。ファイルの「リファインメンツ」のシートで、ゴルフのブラウズ

ノードで設定可能なリファインメンツをご覧ください。 

・ブラウズツリーガイド (BTG) 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/help/btg/jp_sports_browse_tree_guide._TTH_.xls 

・特に「対象」、「利き手」、「シャフト素材」、「フレックス」は、絞り込みでよく使用されますので、必ず設定してください。 

・2015 年 6 月時点では設定されていませんが、ゴルフボール、キャディーバッグ・ケースについて「カラー」のリファインメンツが今後設定され

る予定です。 

・「color_name」にメーカーのカタログに記載されているカラー名を正確に入力してください。 

・「color_map」には、以下の選択肢から最も近い色を選んでください。 

イエロー グレー ピンク ベージュ 

オレンジ ゴールド ブラウン ホワイト 

クリーム シルバー ブラック マルチカラー 

グリーン パープル ブルー レッド 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=201292470
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/201045760/ref=pt_201045760_cont_201292470
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201069910
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=201060450
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=201292470
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/201045760/ref=pt_201045760_cont_201292470
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/help/btg/jp_sports_browse_tree_guide._TTH_.xls
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中古商品の出品 

・新品の商品と同様に、既に同じ商品が出品されている場合は、既存の商品ページに出品します。別の商品ページは作成できません。 

・セラーセントラルヘルプ：製品コード 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=200317470 

 

・中古の出品方法については、以下のヘルプページを参照してください。 

セラーセントラルヘルプ：在庫管理＞手順とツール＞コンディションタイプの設定方法  

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=1831 

 

・condition_note (商品のコンディション説明)に中古のランクや、傷の位置など商品の状態に関する説明を記載してください。 

 

 

・以下のヘルプページを参照し、SKU (個別の商品)ごとに実際の画像をアップロードしてください。 

セラーセントラルヘルプ：在庫管理＞手順とツール＞出品者 SKU の商品画像 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=201270290 

 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=200317470
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=1831
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=201270290

