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 文房具・オフィス用品商品 登録方法 

1商品名について 

 〔メーカー〕 〔ブランド名〕 〔商品名〕 〔仕様/色・サイズ・タイプなど〕 〔型番〕 

   Ex. KOKUYO PPC用紙 A4 サイズ(500 枚×5冊入) PPCPAPER-EA4 

 

 〔メーカー〕モンブラン、コクヨなどのメーカー名を指定してください。 

 〔ブランド名〕ペリカン jrなどのブランド名を指定してください。（ブランドとメーカーが同一の場合は省略

化）                                   

 〔商品名〕商品の正式な名称を記載してください。 

 〔仕様/色・サイズ・タイプなど〕色、用紙サイズ、ペンの線幅などの仕様を記載してください。 

 〔型番〕メーカー型番を指定してください。 

 

【注意点】  

 それぞれを半角スペースで区切ってください 

 スペースも含め全角 50 文字以内で入力してください。 

 スペースは半角で入力してください。 

 半角カタカナは使用不可です。 

 英数文字、ハイフンは半角で入力してください。 

 Type 1 High ASCII 文字やその他の特殊文字、機種依存文字は、使用できません。 

 本来の商品名と関係のない文章や記号を含まないようにしてください。 

不適切な例：「卒業・入学お祝いに！○○○○ 万年筆」 

 

 

2 プロダクトタイプについて 

プロダクトタイプ（Product Type）の欄には、商品のタイプを入力します。商品ごとに下記の４つのタイプの中から

該当するものを選んで入力してください。 

 

■代表的な商品例 

プロダクトタイプ(Product Type) 該当する商品 
Educational Supplies 学校教材用定規、コンパス、はさみ、粘土、書道用具、そろばん、名札など 

Paper Products ノート、名刺、折り紙、封筒、祝儀袋、帳簿、伝票、コピー用紙、マンガ原稿用紙など 

Writing Instruments 鉛筆、シャープペン、万年筆、筆ペン、ボールペン、蛍光ペン、チョーク、クレヨンなど 

Office Products 上記 3 つのプロダクトタイプに該当しない商品 

 

どのプロダクトタイプに該当するのか迷った際は、ブラウズツリーガイドの商品タイプ別プロダクトタイプ一覧より

ご確認ください。また、「文房具・オフィス用品」ストアにブラウズとして表示されるものの、他のカテゴリーに属する

商品に関しましては灰色にしています。「文房具・オフィス用品」ストアのブラウズは白地部分をご確認ください。 

 

商品タイプ別プロダクトタイプ一覧 

http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/09/rainier/help/tutorials/transfer/office_product_type.xls 

 

 

 

 

  

http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/09/rainier/help/tutorials/transfer/office_product_type.xls
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3バリエーションについて 

出品された商品を、色違い、用紙サイズ、ペンの線幅ごとに購入者が選択できる状態にすることをバリエーション

と言います。下記のバリエーションに合致した商材をお取扱いの場合は、項目の設定をしてください。 

 

variation-theme 内容 

Color 色を選択できるようにします。       例）ベージュ、赤、緑、など 

Paper Size 用紙サイズを選択できるようにします。 例）A4、角形 0 号、三四判など 

Line Size ペンの線幅を選択できるようにします。 例）0.1mm以下、0.13mm など 

バリエーションデータの作成方法についてはバリエーションデータ作成ガイドをご覧ください。 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/09/rainier/help/tutorials/MA01017E.html 

 

 

4 商品の入り数について 

単品販売用の JAN/UPC/EAN コードを使い 2 つ以上のセットで販売をする場合、商品のパッケージ/セット数

（item-package-quantity）を入力します。商品名の中にもパッケージ数/セット数/箱数を含めるようにしてくださ

い。 

 

例：KOKUYO KB 用紙(共用紙)(FSC 認証)(64g) A4 500 枚   1 箱 →item-package-quantity =1 

   KOKUYO KB 用紙(共用紙)(FSC 認証)(64g) A4 500 枚  8 箱 →item-package-quantity =8 

 

商品のパッケージ/セット数(item-package-quantity）を設定すると項目に入力された数に応じて ASIN が作成され

ます。 

 

例：http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-

keywords=4901480130019&x=0&y=0 

 

1 つの JANで作成できる ASIN 数の上限は 10ASINまでとなっていますので、ルールに従ってご登録ください。 

 

 

5 並行輸入品の出品について 

並行輸入品は下記の「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。日本の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。 

 

 

 

 

 

 

 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/09/rainier/help/tutorials/MA01017E.html
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/09/rainier/help/tutorials/MA01017E.html
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=4901480130019&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=4901480130019&x=0&y=0
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200936440
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6 官製はがきの出品について 

官製はがき(切手を貼らずに投函できるもの）を登録する場合には、必ず以下のルール、手順に従ってください。 

 

   1.商品登録の手順 

以下の手順に沿って商品登録をして下さい。 

① 郵便切手類販売者の許認可番号または古物商の許認可番号を出品者情報欄に明記して下さい。 

② テクニカルサポート部門に JAN無しでの商品登録を申請して下さい。 

③ 既存の商品ページの有無を確認して下さい。 

 

   2.商品名 

「官製はがき」と「入り数」（5 枚入り、10 枚入り、100 枚入り）を商品タイトルに明記して下さい。 

例：官製はがき 年賀状 無地 10 枚入り 

 

      3.商品画像 

商品画像は必ず表面（宛名面）と裏面（文面）をアップロードして下さい。商品画像の無い出品は認められ

ません。 

 

      4.商品の仕様・説明 

以下の項目は特に注意して下さい。 

① 商品の入り数(IPQ、4 ページ参照)の設定はしないで下さい。 

② ｘｘｘに「官製はがき」と入力して登録して下さい。 

③ コンディションは新品のみです。中古品、再生品の出品はできません。 

 

7 切手の出品について 

切手（コレクターグッズ、使用済み切手ではなく一般に使用する切手）を登録する場合には、必ず以下のルール、

手順に従ってください。 

 

   1.商品登録の手順 

以下の手順に沿って商品登録をして下さい。 

① 郵便切手類販売者の許認可番号または古物商の許認可番号を出品者情報欄に明記して下さい。 

② テクニカルサポート部門に JAN無しでの商品登録を申請して下さい。 

③ 既存の商品ページの有無を確認して下さい。 

 

   2.商品名 

「金額」(50 円、80 円等)、「切手」、「入り数」（5 枚入り、100 枚入り等）を商品タイトルに明記して下さい。 

例 1：80 円 切手 10 枚入り            例 2：90 円 慶事用切手 50 枚入り 

 

      3.商品画像 

商品画像は必ずアップロードして下さい。商品画像の無い出品は認められません。 

 

      4.商品の仕様・説明 

以下の項目は特に注意して下さい。 

① 商品の入り数(IPQ、4 ページ参照)の設定はしないで下さい。 

② ｘｘｘに「切手」と入力して登録して下さい。 
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③ コンディションは新品のみです。コレクターグッズとして中古品(使用済切手)を出品する場合は、おも

ちゃ・ホビーに出品して下さい。再生品の出品はできません。 

 

8 図書カードの出品について 

図書カードを登録する場合には、必ず以下のルールに従ってください。 

 

   1.商品画像 

商品画像は必ずアップロードして下さい。商品画像の無い出品は認められません。 

 

      2.商品の仕様・説明 

以下の項目は特に注意して下さい。 

① 次の内容を必ず記載して下さい。 

「図書カードは、Amazon.co.jpではご利用頂けません。カード端末を設置してある書店でご利用下さ

い。」 

② コンディションは新品のみです。中古品、再生品の出品はできません。 

 

9 中古品の出品について 

高級万年筆等の中古品を出品する場合、日本国内の正規流通品の JAN/EAN/UPC コードとは別のコードを使

用して登録してください。また、登録の際には必ず下記のルールに従ってください。 

 

   1.商品名 

新品との区別のため、商品名には必ず【中古品】または【中古】と明記してください。 

例：  PARKER マルチファンクション（多機能ペン）「エグゼクティブ」 ハイライト 【中古品】 

 

      2.商品の仕様・説明 

以下の項目に沿って新品との違いとして該当する内容は必ず記載して下さい。 

① パッケージの状態 

② 新品の製品保証が適用されないこと 

③ 生産国、商品スペック、商標に関する説明の表記がないこと 

④ 付属品の有無やその違い 

出品時のコンディションは「中古」を選択して出品して下さい。 

 

 

10 コンディションについて 
コンディションについての詳細のルールについては、セラーセントラル内の「規約・ガイドライン」の「商品ガイド

ライン」の「コンディション・ガイドライン」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/ref=su_200339950_cont_11621?ie=UTF8&itemID=200339950&language=ja_JP
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11 無許可・非合法の野生生物である商品の出品禁止について 
 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に定められる外来生物、および、「絶

滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に定められる希少生物の販売等適用法令に

おいて販売が禁止されるすべての生物、ならびに、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく動物

取扱業の登録が必要となる生物は販売を禁止されています。 

 非合法の動物の販売は、あらゆる種類のペットまたは家畜を含め、禁止されています。さらに、無許可の

野生生物の販売も禁止されています。これには、絶滅危惧種を含め、非合法の副産物（皮、臓器、体組

織、骨、羽等）が含まれます。当サイトに掲載されるすべての商品同様、出品者は、すべての商品 はあ

らゆる法律を遵守していることを保証するため調査を行わなければならず、かかる商品の引渡および販

売に関するすべての法律に従わなければなりません。 

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、ぞう科の牙（象牙）、うみがめ科

（タイマイ等）の甲等を取り扱う事業（以下、「特定国際種事業」という）を行う出品者は、特定国際種事業

者の事業者番号を出品者プロフィール欄に必ず記載してください。 
 

12 プライベートブランド品の出品について 
自社で製造していないノーブランド品に対し、何らかのオリジナル性を加え独自のプライベートブランド品として出

品する際は、以下の事項を遵守くださいますようお願いいたします。 

１）ブランド名またはブランドロゴを、商品本体または商品のパッケージに印字または刻印する。 

２）１）が明確に確認できる画像を登録する。 

３）商品名にブランド名を記載する。 

４）ブランド名欄に該当ブランド名を登録する。 

上記の条件を満たしていない商品はすべて【ノーブランド品】としての出品となりますので、ご注意ください。 
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