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1 Amazon.co.jpへのコードなし商品の登録 

Amazon.co.jpへ出品商品を登録するためには、原則として、JAN コード、EAN コード、UPC

コード、GTIN コードなど、第三者機関が発行するコード (以下、「商品コード」) が各商品に

付いている必要があります。JAN コード、EAN コードであれば 13桁、UPC コードであれば

12桁、GTIN コードであれば 14桁のコードがあります。 

 

しかし、他社が取り扱っていない出品者様のオリジナル商品の場合、Amazonブランド登録

プログラムをご利用いただくことで製品コードなし商品の出品も可能となります。Amazonブ

ランド登録はアカウント登録完了後に申請できます。申請が許可されると、商品の出品が

開始できます。プログラムの利用条件は以下をご確認ください。(本プログラムは大口出品

者様のみを対象としています) 

・ メーカー 

・ 自社ブランド所有会社 

・ ブランド化されたホワイトラベル提供品の製作会社 

・ オーダーメイド商品、手作り商品の製作者 

・ Amazon.co.jpで唯一もしくは独占的な販売業者  

*本、 CD・レコード、ビデオ・DVD カテゴリーの商品は JAN、UPC、EAN、または ISBNが

必要です。上記に該当する場合でも Amazonブランド登録はご利用いただけません。あら

かじめご了承ください。  

*Amazonブランド登録の申請をいただいても、上記に該当しない場合は出品をお断りさせ

ていただく場合がございます。 

 

また、Amazonブランド登録に該当しない商品で、製品コードの指定が免除される出品の場

合、例外として、許可制で出品者ごとにコードなし商品の登録権限を付与し、ご登録いただ

ける仕組みを取っております。この申請をする際には、以下の項目があらかじめ設定され

ている必要があります。 

 特定商取引法に基づく出品者情報を登録 

（正式名称、ストア代表者名、住所、電話番号） 

 返品ポリシーの登録 

 商品画像の提供 

 

ただし、商品コードによる商品登録があくまで原則のため、コードなし商品の登録権限を付

与後、該当する商品に商品コードがあると判明したときは、権限を削除させていただく場合

がありますので予めご了承ください。 
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2 コードなし商品の登録方法 

通常の商品登録と同じように、コードなし商品の登録には商品を 1 点ずつ登録する方法と、

エクセル形式のテンプレートを利用し、一括登録する方法があります。 

 

• 1点ずつ出品する場合は「1. 商品登録(1商品ごとの登録)」 

• 一括登録する場合は「2.2 商品登録(テンプレートを利用した一括登録)」 

 

をご覧ください。
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1. 商品登録 (1 商品ごとの登録)  
 

このステップでは、セラーセントラルを使って、コードなし商品を 1点ずつ登録する方法を説

明します。 

 

1.1 商品登録画面で「商品を新規登録」ボタンをクリックします。 

 

 

 

1.2 該当するカテゴリーを選択し、「選択」ボタンをクリックすると、商品登録画面が表示さ

れます。 

 

例) おもちゃ&ホビーカテゴリーを選択 
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1.3 「重要情報」タブで商品情報を入力します。 

(アスタリスク) がついている項目は必ず入力してください。 

「メーカー型番：」には、メーカーが付けた型番を入力してください。該当する型番がな

い場合は、「型番：」と同じ情報を入力してください。 

「UPCまたは JAN/EAN：」で「代替の要件を表示する..」をクリックします。 

「製品コードなしの理由：」は、「自社ブランド」を選択してください。 

入力後、「次へ」ボタンをクリックします。 

 

 

 

1.4 商品画像を登録するには、「画像」タブで「画像を追加」ボタンをクリックします。 
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1.5 商品画像ファイルを指定し、「画像をアップロード」ボタンをクリックします。 

商品の画像はメイン画像を 1つとその他の画像は 8つまでアップロードできます。 

 

 
 

メイン画像には、背景が白抜き、枠がない、テキストの混在がないものを用意してく

ださい。画像のガイドラインについて詳しくは、以下のヘルプページをご覧ください。 
 

*セラーセントラル ヘルプ: 在庫管理: 手順とツール: 商品画像の準備

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/16881 

 

1.6 画像ファイルがアップロードされると、以下の画面が表示されます。 

画像が正しく表示されていることを確認し、「次へ」ボタンをクリックします。 

 

 

 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/16881
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1.7 Amazon.co.jp上で商品を検索されやすくするには、「キーワード」タブでキーワード

の登録をお勧めします。 

商品名とブランド名はキーワードとして自動登録されますので、それ以外のキーワ

ードを登録してください。 

1つのキーワード欄は全角 16文字まで入力でき、キーワードを半角スペースで区

切ると、複数のキーワードを登録できます (例：タンブラー 食器 コップ グラス) 。 

キーワードを登録し、「次へ」ボタンをクリックします。 

 

 

 

1.8 「詳細」タブで「推奨ブラウズノード：」を登録します。 

   
 

「推奨ブラウズノード：」は「詳細」タブの下段にあります。「変更」ボタンをクリックする

と出品商品に対する推奨ブラウズノードが一覧表示されます。 

 

キーワード登録欄は 

こちらです。 

キーワード登録欄では

ありませんので入力しな

いでください 
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ブラウズノードの登録をお勧めします。 

ブラウズノードは、商品を Amazon.co.jp上のどのカテゴリーに表示させるのかを決めます。ブラ

ウズノードが登録されない場合、購入者が Amazon.co.jp上でカテゴリーから商品を見つけられ

ません。商品の認知度や検索率を上げるために重要な情報です。キーワードとあわせて登録を

お勧めします。 

各カテゴリーのブラウズツリーガイドは以下からダウンロードいただけます。 

セラーセントラル ヘルプ: 在庫管理: 関連情報: ブラウズツリーガイド (BTG)  

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/1661 

 

また Amazon.co.jp上で出品商品に類似する商品を検索し、詳細ページの「登録情報」の

「Amazonベストセラー商品ランキング」を見ると、類似する商品に設定されたブラウズノードを

確認できます。参考情報として適宜ご利用ください。 

 

 

 

 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/1661
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推奨ブラウズノードの一覧から特定のカテゴリーをクリックすると、関連するブラウ

ズノードが一覧表示されます。商品にもっともよく当てはまるブラウズノードを選択し

てください。末端のブラウズノードを選択しないと、商品が Amazon.co.jpのカテゴリ

ーに表示されません。必ず末端のブラウズノードを選択してください。 

 

 

 

1.9 末端のブラウズノードを選択し、「ノードを登録」ボタンをクリックします。 

 

 

 

「ノードを登録」ボタン
をクリックしないと登録され

ません。必ずボタンをクリッ

クしてください。 
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1.10 「推奨ブラウズノード：」に選択したブラウズノードが表示されます。 

「推奨ブラウズノード：」は 2つまで選択できます。 

ブラウズノードを選びなおす場合は、選択したブラウズノード情報の右端にある 

「削除」ボタンをクリックし、1.8から 1.10をやり直します。 

 

 

 

1.11 その他の詳細情報を入力し、「保存して終了」ボタンをクリックすると以下の画面が

表示されます。 

以上で商品の登録は完了です。 

在庫情報に商品が追加されていることを確認します。 

 

 

 

 

「ノードが選択されて

いません」とメッセージが

表示されている場合は、

再度登録してください。 

 

商品登録が完了すると、すぐに販売開始となります。 

フルフィルメント by Amazonを利用して商品を Amazon から出荷する場合は、商品登録時は在庫数を 0 の状

態で登録し、Amazon フルフィルメントセンターへの納品手続き時に納品数を設定してください。在庫数を入れ

た状態で商品登録を行うと、Amazon フルフィルメントセンターへ納品が完了する前に「出品者から発送」の状

態で販売されてしまう可能性がありますのでご注意ください。 
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2. 商品登録(テンプレートを利用した一括登録) 

このステップでは、テンプレートを使ってコードなし商品を一括登録する方法を説明します。 

 

2.1 一括登録用のテンプレート（エクセル形式）をダウンロードし、商品情報を入力します。 

各カテゴリーのテンプレートファイルは以下のリンクからダウンロードできます。 
セラーセントラル ヘルプ: 在庫管理: 関連情報: テキストファイルテンプレート: ファイルのテンプレート 
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/1641 

また、以下の手順でもダウンロードできます（上記リンクと同じページが表示されます）。 

 

(1)  セラーセントラルのトップページで「在庫」-「商品・在庫ファイルをアップロード」をク

リックすると、「商品・在庫ファイルをアップロード」画面が表示されます。 

 

 

 

(2)  「アップロードするファイルの種類：」のドロップダウンメニューを開き、適切なメニュ

ーを選択します。 

 

 

 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/1641
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(3) 「テンプレート：」の「ダウンロードするにはここをクリック」をクリックすると、ヘルプ

「ファイルのテンプレート」が表示されます。 

 

 

 

 

テンプレートは、「ファイルのテンプレート」下段にあります。説明に従い、適切なテンプ

レートをダウンロードします。 
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コードなし商品の出品の場合は、通常の商品登録と以下の点が異なります。 

カテゴリーによって、項目表示が異なる場合がありますので予めご了承ください。 

 

 StandardProductId(アルファベットと数値からなる標準商品識別コード): 空白となり

ます。 

 ProductIdType(固有の標準商品識別コードのタイプ名): 空白となります。 

 ManufacturerPartNumber(メーカー品番): メーカー型番、ない場合には、SKUを入

力します。 

 RegisteredParameter:  PrivateLabel を入力します。 

 

 … 
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2.2 テンプレート入力後、「ファイルの種類」を「テキスト（タブ区切り）」と指定し、保存します。 

テンプレートへの商品情報の入力方法は、テンプレートを参照してください。 

 

 

 

2.3 セラーセントラルにログインし、トップページで「在庫」-「商品・在庫ファイルをアップロー

ド」をクリックすると、「商品・在庫ファイルをアップロード」画面が表示されます。 
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(再掲) ブラウズノードの登録をお勧めします。 

ブラウズノードは、商品を Amazon.co.jp上のどのカテゴリーに表示させるのかを決めます。ブラ

ウズノードが登録されない場合、購入者が Amazon.co.jp上でカテゴリーから商品を見つけられ

ません。商品の認知度や検索率を上げるために重要な情報です。キーワードとあわせて登録を

お勧めします。 

各カテゴリーのブラウズツリーガイドは以下からダウンロードいただけます。 

セラーセントラル ヘルプ: 在庫管理: 関連情報: ブラウズツリーガイド (BTG)  

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/1661 

 

また Amazon.co.jp上で出品商品に類似する商品を検索し、詳細ページの「登録情報」の

「Amazonベストセラー商品ランキング」を見ると、類似する商品に設定されたブラウズノードが

確認できます。参考情報として適宜ご利用ください。 

 

 

 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/1661
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2.4 以下の画面が表示されますので、「アップロードするファイルの種類：」から一番上の「カ

テゴリー別在庫ファイル/出品ファイル（L）/価格と数量ファイル（汎用版）」をクリックしま

す。 

 

 

 

「既存の出品情報の削除：」をチェックすると、登録済みの商品情報は削除され、アップ

ロードした商品情報が登録されます。 

登録済みの商品情報を残し、商品情報を追加登録する場合は、「既存の出品情報の

削除：」のチェックボックスを外します。 

「今すぐアップロード」ボタンをクリックします。 

 

 

 

登録済み商品情報を全て

削除する場合のみチェック

します。 
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2.5 以下の画面が表示されます。 

しばらくすると「ステータス：」に「処理中」と表示されます。 

 

 

 

2.6 しばらくしてから更新ボタンをクリックして最新のステータスを確認します。 

以上で商品の登録は完了です。 

 
 

 

※ステータスがエラーになった場合は「処理レポートを確認」をクリックしてください。 

エラー内容が不明な場合は、以下のヘルプページをご覧ください。    
セラーセントラル ヘルプ: 在庫管理: 関連情報: エラーコード 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/17781 

ヘルプページを見ても解決できない場合は、テクニカルサポートにご連絡ください。 

 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/17781
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