商品登録規約：服&ファッション小物
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本ガイドライン(出品登録規約)について
本ガイドラインは、効果的で正確な内容の商品詳細ページを作成し、服・ファッション小物カテゴリーの商品を販売される出品者様
のビジネスを拡大するためのヒントをまとめたものです。アマゾンでの販売を強化するには、お客様が商品を探し出し、購入の決断が
できるよう、質の高い商品画像と正確な情報を登録することが何よりも重要です。分かりやすい内容で、フォーマットに従って記載さ
れることで、商品が探しやすくなり、お客様へ情報が確実に伝わるようになります。そしてより多くのお客様をその商品へ誘導する導
線が増加します。
本ガイドラインを遵守されていない場合、サイト上の表示の制限、商品の削除や修正又は編集、画像の削除や修正又は編集、
出品の停止対象となりますのでご注意ください。
ガイドラインにご不明点がある場合や、すでに出品されている商品のカタログがあり、そのカタログが他の出品者によって登録されてい
て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。
本ガイドラインは服・ファッション小物カテゴリー特有のものであり、セラーセントラルの右上の「ヘルプ」に記載されている共通のガイド
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、重複する内容については、本ガイドラインの記載事項が優先されま
す。
全カテゴリー共通のガイドライン：
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?itemID=200329080
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服・ファッション小物（出品の前に、出品許可を取得してください）
ビジネスを最大化するための具体的な情報に入る前に、服・ファッション小物のカテゴリーに区分される商品にはどのようなものがある
かについて触れておきましょう。
•

レディース、ガールズ(※ガールズは子供服のみ)：トップス、ボトム（パンツ、レギンス、ジーンズ、スカート、ショートパンツ）、
ドレス、ブレザー、ジャケット、アウターウェア、スーツ、ジャンプスーツ、オーバーオール、アスレチックウェア、下着、パジャマ、水着、
靴下、ストッキングなど

•

メンズ、ボーイズ(※ボーイズは子供服のみ)：トップス、セーター、ボトム（パンツ、ショートパンツ）、ブレザー、ジャケット、ア
ウターウェア、スーツ、タキシード、下着、パジャマ、水着、靴下など

•

スポーツウェア：登山用ウェア、ゴルフ、テニス、サッカーなどの練習着、ユニフォーム、コンプレッションウェア、サイクルウェア、ヨガ
ウェア、マリンウェアなど

•

ファッション小物：ベルト、サスペンダー、マフラー、ショール、ネクタイ、蝶ネクタイ、手袋、スカーフ、帽子、ミトン、サングラスなど

•

ベビー服：トップス、ドレス、アウトーウェア、ボトム、ボディスーツ、水着、スリープウェア、下着、ソックスなど

•

服・ファッション小物でない商品例：
o コスチューム（おもちゃカテゴリー）
o ハンドバッグ、財布（シューズ＆バッグカテゴリー）
留意点：上記服＆ファッション小物でない商品は、商品を登録する際、服＆ファッション小物の在庫ファイルテンプレートは使わ
ないでください。該当カテゴリーのテンプレートをご使用ください。
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1. 出品禁止商品、画像・文言の禁止事項、制限事項
1-1. 出品禁止商品
非合法の製品および非合法の可能性がある製品
Amazon.co.jp のウェブサイトで販売される商品は、適用されるすべての法律を遵守していなければなりません。
不快感を与える商品（差別的な表現含む）やわいせつな文言・画像等が用いられている商品
Amazon.co.jp は、当サイトへの掲載の妥当性を判断する権利を留保しています。また、出品者は、文化的な相違および感性
について認識していなければなりません。ある国では受け入れられても、別の国では受け入れられない製品もあります。
アダルト商品
その商品の本質として、画像、商品名、商品説明にセクシュアル／アダルト行為に使用する目的であることが示唆されている商
品。次にあげる商品を含み、これに限定されません：下着使用が目的ではないボディストッキングやシェルフブラ、性行為の際に使
用することを目的としたコスチューム、その他リコール対象商品
Amazon.co.jp はそのサイトを通じて提供される商品は安全であり、その購入者にリスクをもたらすことがないことが保証されるよう
にしたいと考えております。従って、製造業者または政府機関によりリコールの対象とされた商品は販売を禁止しています。
その他出品禁止商品
「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」及び「動物の愛護及び管理に関する法律」に抵触する生物又は副
産物（皮、羽、骨等）の販売は禁止しています
1-2. 画像・文言等のサイト上の表現の禁止事項
わいせつな画像
わいせつまたは品がないと受け取られる画像・ポーズを解釈し決定する権利は Amazon.co.jp が留保し、正しいカテゴリーへ移
動または、画像を削除する場合があります。
不快感を与える表現（差別的な表現含む）やわいせつな文言・画像等の使用
メイン画像・サブ画像含む全ての画像において、ポーズがわいせつまたは品がないと受け取られる可能性のある場合、これを掲載す
ることはできません。Amazon.co.jp は、当サイトへの掲載の妥当性を判断する権利を留保しています。
その他
肖像はモデル又はモデルの肖像権を持つ組織等から許諾を得た範囲内でのみ掲載してください。
第三者により提起・主張され、かつ、肖像権を侵害しているとの主張に起因する一切の請求、判決、損害および費用（合理的
な弁護士報酬を含む。）について、Amazon.co.jp および関連会社を補償、防御し、免責します詳細は、セラーセントラル ヘ
ルプページ「禁止商品」をお読みください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?itemID=200386260
1-3. 登録情報の制限事項
Amazon に商品をご登録いただく際には、システムや項目に適した情報をご提供いただく必要があります。下記の制限事項を遵
守して商品情報をご入力ください。制限事項を遵守していない商品に対しては、検索結果から非表示になる措置をとったり、当該
商品の出品停止、または出品アカウントを一時停止する場合がございます。
・お客様が商品購入を決断するための十分な商品情報、画像をご提供ください。
・Type 1 High ASCII 文字やその他の特殊文字、機種依存文字は使用不可。
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[特殊文字、機種依存文字の一例]

・商品名、検索キーワード、商品説明には、本来の商品と関連性のない文章や記号は使用不可。関連性の低い冗長な文言で
はなく、簡潔にまとめることを心がけてください。
・商品の説明は、商品の特性や情報をなるべく具体的に書き、あいまいな表現は避けてください。
・プライベートブランド商品でない限り、出品者名や配送業者の情報を、商品情報に入れないでください。
・商品の説明には、出品者独自の販売方法やセール情報を記載しないでください。
1-4.商品の表示制限
・規約違反により商品が出品停止となった場合は、セラーセントラルの中の「在庫管理」にある「一時停止中の出品」（在庫管理
画面の左メニュー内）にアクセスいただくと、対象の商品をご確認いただけますので、速やかに情報を修正してください。多くの商品
において一時停止の措置がとられている場合、最終的に出品権限も停止される場合がありますので、本ガイドラインを遵守してくだ
さい。
・商品情報を修正できない場合は、セラーセントラルの中のお問い合わせフォームから問題をお知らせください。セラーセントラル下部
にある「サポートを受ける」のリンクをクリックし、「お問い合わせ」を選択、「出品、商品情報、ファイルアップロード」の中の「商品ページ
の問題」を選択し、「商品ページの修正」をチェックしてください。表示されるフォームに必要事項を記入し、送信してください。
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2. 商品画像について
2-1.商品画像について
良い商品画像は成功のための大切な要件です。
e コマースでは、良い商品画像は最も貴重なマーケティング材料です。Amazon を訪れたお客様は、まず商品の画像に引きつけ
られ、より詳細な情報を求めるようになります。また、豊富に商品がある中、商品を具体的に細かく伝える画像を用意することで、
他の商品との差別化をはかることができます。品質の低い画像にお客様はアクセスすることはないでしょう。
画像を通し、商品のアピールポイント、商品の特性を十分に伝えましょう。お客様に必要な情報を伝え、ひき付け、そのブランドを覚
えてもらえるようにしましょう。SKU ごとに写真を用意してください。以下の Amazon の商品画像のガイドラインをよく読みましょう。
また、以下リンク先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。
詳細はセラーセントラル ヘルプページの「画像の要件」をお読みください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?itemID=1881&language=ja_JP
画像ガイドラインを遵守していない画像をアップロードした場合、画像の削除や修正、編集が行われる可能性がありますのでご注意
ください。また、メイン画像が無い場合、商品が検索対象外となりますのでご注意ください。
2-2.画像のタイプ
Amazon では、1 つの商品に対し複数の商品画像が表示できます。解像度の高い画像を用意し、お客様に十分な情報を与え
た上で購買決定してもらうことは何より重要なことです。商品画像がないカタログは非表示措置がとられます。お客様がアクセスでき
ず、購入にも至ることがないため、販売の機会損失につながるため注意しましょう。商品画像には 3 つのタイプがありますので、それ
ぞれの特性をよく活用しましょう。
親 SKU メイン画像：親商品一つにつき一枚の画像が必要です。最も認識のある商品を選ぶなど、子商品の代表となる画像を
用意してください。
子 SKU メイン画像：それぞれの子商品のカラーを具体的にみせるための画像です。この画像は商品詳細ページや、検索結果
で表示され、お客様が小さな画像をクリックした際、フルサイズ画像として表示されるようになります。子 SKU ごとに一枚の画像が
必要で、子 SKU の色などの個別情報がよく伝わるものを使用してください。画像はすべての子商品に対して登録してください。
その他の画像：使用用途、商品の細かな質感、生地、縫製などの情報がよく伝わるよう、工夫した画像を用意してください。それ
ぞれの親 SKU、子 SKU に対し 8 枚まで画像を登録することができます。ここで登録された画像もポップアップで拡大され表示さ
れるようになります。登録された 1 枚目の「その他の画像」（PT01）は、検索結果で切り替え表示されるようになります。商品の
裏側の画像を 1 枚目の「その他の画像」（PT01）として登録すると、検索結果で表面、裏面の両方が切り替え表示されるの
で、お客様にとって参考になるでしょう。
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[商品詳細ページ上での画像の掲載例]

色見本画像は、メイン画像と同じ画像のみ使用可。その他の画像の使用は禁止いたします。(メイン画像が登録されている場合、
メイン画像が色見本画像として自動的に反映されます)
[ズーム機能]
高さ、幅のいずれかが 1001 pixels 以上の画像サイズにし、ズーム機能を有効にしてください。
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[その他の画像]
その他の画像のサムネイルがクリックされると画像が拡大して表示されます。
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2-3.画像ガイドライン
ガイドラインを遵守していない商品は、検索結果から非表示にする表示制限や、出品アカウントを停止する場合がございますので、
ご留意ください。
必要事項

メイン画像について
•

背景は純粋な白（RGB 値：255, 255, 255）

•

メンズ、レディースのメイン画像は、モデル着用、または平置きで撮影してください（原則マネキン・ハンガー禁止。
スポーツウェア、水着、レッグウェア、下着に限り、本体部分が見えないマネキンの使用可）

•

本ガイドラインの「服・ファッション小物」のページ(P.3)に記載してある「ファッション小物」カテゴリーは平置きで撮影
してください

•

子 SKU のメイン画像には、子の商品一点のみを掲載してください

•

すべての色違いの SKU ごとに、その商品が該当する色のメイン画像を掲載してください

•

メイン画像は、複数の商品ではなく、1 つの商品の画像を使用してください（セット商品を除く）

•

メイン画像は、実際の販売対象となる商品のみ掲載してください

•

メイン画像は商品の正面から撮影、モデル着用の場合は立ちポーズで撮影してください

•

メイン画像は、登録された対象年齢・性別に合わせた画像を使用してください

•

商品全体を掲載し、商品の画像占有率(商品の外周を最小限の正方形で囲った際の占有率)は 85％以上
必要としてください

その他画像含む、画像全般について

禁止事項

•

実際に販売されている商品の画像を掲載してください

•

ズーム機能を有効にするため、高さ、幅のいずれかが 1001 pixels 以上の画像サイズにしてください

メイン画像について
•

メイン画像に背景の白以外の色を使うこと、背景に物などを入れた使用シーンを想起させる画像を使用すること

•

マネキンやトルソーを使用すること（ストッキングや靴下を除く）

•

合成された画像を使用すること

•

ブランドのタグ、パッケージを一緒に撮影すること (セット商品も対象)

•

商品の背景に、ボーダー、ロゴ、透かし画像、文字情報、色見本、その他の装飾を入れること

•

イラストまたは CG で描かれた画像を使用すること（撮影された画像のみご使用ください。）

•

メイン画像に商品の裏側の画像を使用すること

•

モデルが座ったり、寝そべったりした画像を使用すること

•

複数の商品を 1 枚の画像にまとめること (セット商品を除く)

•

販売対象ではないバッグ、アクセサリー、服飾小物等を掲載すること

•

「仮画像」、「No image available」などと書かれた画像を商品画像の代わりに登録すること

•

ユニセックス商品にモデル着用画像を使用すること

その他画像含む、画像全般について
•

キッズの下着、水着のモデル着用画像を使用すること

•

新品に対して、中古商品の画像、使用感のある画像を使用すること

•

商品の評価、カスタマーレビューのグラフなどを画像に入れること

•

SALE、配送料無料などの文字を画像に入れること

•

お届け対象地域、その他商品とは関係のない画像を入れること
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留意点：
・使用できるファイル形式は、JPEG(.jpg)、TIFF(.tif)、GIF(.gif)です。
・商品画像に複数商品が写っているとお客様が一見してどの商品か分からないだけではなく、画像に写っている商品すべてがセット
で売っていると誤解を招く可能性があるため、１商品につき１画像を用意してください。
・ズーム機能について：長い方の辺が 1001px 以上ある画像を登録すると、商品詳細ページ上でお客様がズーム機能を使用で
きるようになります。商品を子細に眺めることができ、無用な返品や商品レビューでの低評価を減らすことができるでしょう。
・メイン画像が登録されていない SKU は掲載一時停止の措置がとられ、サイト上でアクセスできないようになりますので、ご注意く
ださい。
・子 SKU に登録された「その他の画像」の 1 枚目（PT01）は検索結果ページでお客様が画像をマウスオーバーした際の切り
替え表示用画像として表示されます。商品を側面、裏面の画像を登録しておくと効果的です。
・その他の画像には別アングルで撮影された画像や、生地見本などを掲載できます
[メイン画像の違反例]
・商品以外の画像の余白は極力少なく、商品が画像全体の 85%以上を占めるように撮影してください((商品の外周を最小限
の正方形で囲った際の占有率は 85%以上)。但し、すべての画像枠に商品が接触するメイン画像の場合は、画像枠と商品の間
に余白を残してください。）

(全ての画像枠に商品が接触している)

(画像枠と商品の間に余白がある)

・画像の中に文字や複数商品、カラーチップを入れない
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・複数の商品を 1 枚の画像にまとめない
商品画像に複数商品が写っているとお客様が一見してどの商品がかわらないだけでなく、画像に写っている商品すべてがセットで売
っていると誤解を招く可能性があるため、1 商品につき 1 画像を用意してください。
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・商品全体が写るようにし、商品の一部をカット又は、クローズアップした画像を使用しない(ストッキングを除く)

2-4. 下着、ランジェリー、水着についてのガイドライン
下着、ランジェリー、水着の画像が、猥せつにあたるかを判断する権利は Amazon が有します。2-3 の画像ガイドラインに追加
して、以下の規約をよく遵守してください。

必要事項

メイン画像について
・

禁止事項

露出の多い T バックや下着は、モデル画像ではなく、フラット画像（平置き）を掲載してください。

その他画像含む、画像全般について
•

モデルが猥せつなポーズをしている画像を使用すること

•

モデル画像を使い、露出された部分をエアーブラシなどで加工処理した画像を使用すること

•

裸体（胸部、性器、臀部等）が露出された画像を使用すること。商品を着用しているだけの画像は、胸部、
乳首、性器が露出されていない場合において、また猥せつ、挑発的な表現で掲載されていない場合において
のみ掲載できます。露出を隠すための不自然な画像の加工処理は禁止されています。
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3. 商品名について
商品名は商品詳細ページにアクセスしたお客様が一番はじめに目に留めるものです。また、検索結果、外部の検索エンジンサイト
にも表示されます。簡潔で、正しく統一された商品名をつけることでお客様が欲しい商品をすぐに識別できます。長すぎる商品名は
サイト上から非表示になる可能性がありますのでご注意ください。また、商品名への入力が禁止されているワードを使用した場
合、商品名からこれらのワードが削除される可能性がありますのでご注意ください。
Amazon では、検索結果にどのような商品を表示するかを、商品名の中の言葉や商品情報をもとに決定します。文字数は 65
文字までに絞り、商品との関連性をしっかりととらえた商品名を設定いただくと同時にスマートフォンで閲覧した際にも商品が特定し
やすくなり、確実にお客様を商品詳細ページへと誘導します。商品名が Amazon の定めるフォーマット沿ってつけられているか、正
確な内容であるかに常に気を配りましょう。
検索にヒットしやすいよう、不要に文字数を増やし、同義語、類義語のパターンを入れた商品名にすることは、お客様が商品を選ぶ
際に、商品を特定しにくくし、結果、購買に結びつきません。不要な言葉が多く入った商品名は、検索結果から除外、または検索
結果表示 a 順位が低くなる可能性がありますので、ご注意ください。下記のガイドラインを参考に、良い第一印象を与えられるよう
な商品名を設定しましょう。
親 SKU：[ブランド(カタカナもしくは日本語表記)]*＋[商品種別] +[商品を特定する呼称](なければ省略可)＋[対象年齢・
性別](不要な場合は省略可)＋[輸入種別](並行輸入品の場合のみ記載)
*ブランド名には “[]”を付けてください
子 SKU：「親 SKU の商品名」＋[色]＋[サイズ]
商品種別とは：T シャツやスカートなど、商品の種類を示す言葉が入ります。
商品を特定する呼称とは：「天使のブラ」や「チェック柄 リネン」など、商品のシリーズ名や、他の商品との違いを識別するための名
称を入れることができます。
対象年齢・性別とは：レディース、メンズやキッズなど、主にお客様が誤って商品を注文するのを防ぐ目的で、対象年齢・性別を示
す言葉を入力いただきます。必要な場合は入力してください。
その他留意点：それぞれの要素と要素の間（ブランド名と商品種別の間など）には、半角スペースを入れてください。
商品名の作成例
親 SKU：[ポロラルフローレン] T シャツ ヴィンテージ メンズ [並行輸入品]
子 SKU：[ポロラルフローレン] T シャツ ヴィンテージ メンズ [並行輸入品] ネイビー M サイズ親
SKU：[ミドリ安全] チュニック ナースウェア レディース
子 SKU：[ミドリ安全] チュニック ナースウェア レディース ピンク M サイズ
商品名作成ルール
必須要件
•

禁止事項

できるだけ簡潔に（親 SKU の最大文字数は全角 65

•

セール、OFF 率、激安、送料無料、人気商品、ナンバーワ

文字以内）

ン、ギフトに最適などの文字を含める(下記 NG ワード例参

•

子 SKU にはサイズおよび色の情報を入れること

照)

•

セット商品の場合は、内容物について (XX 枚入り)のよう

•

３色あり、などのコメントを含める

に表記する

•

親 SKU にサイズおよび色の情報を含める

ブランド名には“[]”を付けること

•

性別・対象を複数記載する(ユニセックス商品の場合は、性

•

別を記載しないこと)
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[規約違反事例]
同義語、類義語を検索対策として商品名に入れる、宣伝文句、商品を使用するシーンを入れるなど、商品を特定する商品名として
ふさわしくない言葉を商品名に含めることは規約違反です。
例）レースたっぷりドレス パーティードレス 結婚式などの お呼ばれ 服に パーティドレス パーティー チュールスカート フレアスカート豪
華 華やかなショートドレス DRESS フォーマル 大きいサイズ 大きなサイズ 二次会 お呼ばれ ゲストドレス 2 次会 ノースリーブウエ
ディング 花嫁ドレス 合コン
英語と日本語の翻訳文を併記することは規約違反です。（一目でお客様が商品を理解できる、簡潔な商品名をこころがけてく
ださい）
例）New Anthropologie Godet Swing Sweater Sz XXS P XSP SP Size 00 New Top by Sparrow 新しいアンソ
ロポロジー ゴデ スイング セーター Sz XXS P XSP SP サイズ スパロウが 00 の新しいトップ [並行輸入品]
商品の形状と関係のないワードをひとまとめにすることは規約違反です。
※色、サイズ以外のタイプの違いは、別のバリエーションを設定してください
例）カジュアルシャツ 長袖シャツ 7 分袖シャツ 半袖シャツ U ネック V ネック 選べるサイズ/32 色/袖丈/ネックタイプ コットン
100％ 大きいサイズ 小さいサイズ トップス メンズ レディース ユニセックス
出品中の商品名に NG ワード、または規約違反に該当するワードが含まれていた場合、商品名の修正、商品の削除を行う場合が
ありますので、規約に準拠した商品名をご登録頂きますようお願い致します。
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[商品名への入力が禁止されているワード例]
分類
記号

NG ワード例

分類

NG ワード例

分類

NG ワード例

!

出品者様

あすつく

商品名以外の

No.1

最新

定番

！

固有サービス

あすラク

商品の補足説

ナンバー１

最適

当社

?

の表記

あす楽

明

ナンバー1

殺嵐

特許出願

<

メール便

ナンバーワン

殺虫

特許申請

＞

楽ギフ

流行の

残りわずか

日に入荷

■

楽天

オススメ

残り僅か

日本一

▲

送料 0 円

おすすめ

使用後

認め

△

送料 O 円

おトクな

使用前

売れてます

◆

送料Ｏ円

お勧め

秋冬物

売れ筋

◇

送料０円

お洒落な

春夏物

比類

©

送料込

ぴったり

心配

副作用

®

送料込み

ピッタリ

新作

豊富な

☆

送料含む

ヒット商品

新入荷

本物

★

送料無

永久

人気の

枚限り

♪

送料無料

王道

人気商品

枚限定

™

即納

完全

人気沸騰中

優位性

商品価格に

%OFF

配送無料

官庁

推せん

予防

関する表記

％OFF

配送料無料

緩和

推選

女郎

%オフ

発送無料

希少

粋夏

ノーブランド

％オフ

年保証付

希少

世界 初

高品質

BARGEN

品質保証

忌避

世界一

数量限定

BARGEN

無料配送

業界初

世界初

ギフト

バーゲン

無料発送

軽減

先着順

お得な

芸能人愛用

全色

お買い得

決定版

早い者勝ち

クリアランス

権威

他の追随を許さない

割引

効果

他社

激安

効果絶大

体験談

最安値

厚生労働省

大人気

特価

今なら

大定番

特売

再入荷

注文殺到

特別価格

最高

超人気

年末商戦

最上級

鎮める

破格
半額以下
[良い例]

[規約違反例]
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4. ブランド名について
お客様はブランド名を見ることで、その商品のブランドやモデルを認識します。また、ブランド名は頻繁に検索対象となります。あるい
は検索結果でブランドでの絞り込みをよく行いますので、必ず正確なブランド名を登録してください。プライベートブランドのみ、出品
者名をブランド名としてご入力いただけます。ブランド名の項目に入力された内容は、Amazon のさまざまな Web サイト上で使わ
れることになります。ブランド名は以下①+②を正確に入力してください。その他情報の入力は不可となります。
① ブランド名[正式名称] (②読み仮名[全角カタカナ]*不要な場合は省略可)
[入力例]
正式名称＋読み仮名の例： NOTA BENE(ノータベネ) 読み仮名を必要としない例:
ミドリ安全

5. 製品コードについて
商品を識別するために子 SKU ごとに製品コードを必ずご登録ください。
製品コードとは、データベースにおいて商品情報を特定するために世界的に使用されている標準的な識別コードをいいます。これら
のコードは商品のバーコードの上や下に表示され、コードによって桁数が異なります。Amazon.co.jp で最も一般的な製品コード
は JAN、EAN、UPC、ISBN です。
[製品コードの取得方法]
取扱い商品の JAN/EAN/UPC/ISBN などが不明な場合、メーカーに直接問い合わせてください。
[製品コード指定の免除について]て
一部以下のような場合に限り、審査に必要な情報を全て含めて申請を行うことで、例外として製品コードの指定が免除され、製
品コードなしで商品を出品する許可が付与される場合があります。
詳細はセラーセントラル ヘルプページ「カテゴリーごとの製品コード適用条件の概要」をお読みください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200317520/
[製品コード指定を免除される商品の例]
・製造元（メーカー）が製品コードを付与してない特殊商品
・小売り販売ではなく企業間で取引する商品
・セット販売が必要な商品
[製品コードがない場合]
製品コード免除の申請またはブランド登録の申請を行い、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。詳しくは下記をご覧ください。(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。)
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201265750/ なお、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）
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重要事項：商品コード(JAN コード等) (External Product ID)の欄に JAN コードなどの商品識別子が登録されていない状
態、または誤って登録されている状態の場合、その商品は出品停止になる場合があります。
なお、すでに Amazon.co.jp 上に販売したい商品のカタログがある場合は、新たなカタログは作成せず、既存カタログに対し出品
を行ってください。故意にカタログを重複して作成された場合、出品権限を停止させていただく場合があります。お客様が商品を探し
やすくするための対策ですので、ご協力をお願いします。
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6. 型番の登録について
メーカー型番が存在する場合は、必ず「メーカー型番」を登録してください。

7. バリエーションについて
7-1. バリエーションとは
サイズまたは色違いの商品を販売する場合、必ずバリエーション設定を使用し、１つの親 SKU に子 SKU を紐づけてください。お
客様が商品詳細ページの中でサイズまたは色違いの商品を選べるようになります。一つのバリエーションファミリーに子 SKU として紐
付ができるものは、サイズかカラー、またはその両方が異なるもののみで、その他素材違いの商品などをバリエーションとして作成する
ことは禁止されています。たとえば、一つの親 SKU に、長袖と半袖の商品を両方紐づけることはできません。
7-２. バリエーションの作成ルール
バリエーションのカタログを作成する際、以下の情報は必須項目になるため、必ず登録を行ってください。
[バリエーション登録に必要な項目]
•

SKU(商品管理番号)：出品者独自の商品識別コード。バリエーションを管理するために、親商品にも SKU が必要にな
りますので、任意の値をご入力ください。

•

親子関係の指定：SKU ごとに Parent か Child のいずれかを入力してください。

•

親商品の SKU：子 SKU に入力が必要な項目です。親 SKU の値を入れることで親子関係が作成されます。

•

親子関係のタイプ：Variation と入力してください。（子 SKU のみ）

•

バリエーションテーマ：Size、Color、Size/Color のいずれかを入力してください。

•

カラー（子 SKU のみ）

•

サイズ（子 SKU のみ）

[バリエーションテーマとは]
Size/Color : 色とサイズのバリエーション

服のために適したバリエーションです。現在、色、サイズが 1 種類であったとして
も、新たな色、サイズが追加される可能性がある商品は、バリエーションテ
ーマをご登録ください。サイズが 1 つの場合は、サイズ（size_name）に
「Free」とご入力ください。

Size もしくは Color : 色、またはサイズのバリエ

色のバリエーションのみ、あるいはサイズのバリエーションのみの商品の場合、こち

ーション

らのバリエーションテーマをご登録ください。
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バリエーション設定なし

色、サイズのバリエーションがない、1 つだけの商品の場合。
※ 将来、色違い、サイズ違いの商品が追加される可能性がある場合は、あら
かじめ Size/Color のバリエーションテーマをご登録ください。

留意点：バリエーションタイプを入力しても、カラーやサイズ情報に入力漏れがあった場合、在庫ファイルをアップロードしたあと、エラ
ーが出て、正しくバリエーションのカタログが作成されません。上記の[バリエーション登録に必要な項目]
は漏れなく入力してください。詳細は、セラーセントラル ヘルプページ「親子関係の設定方法」をお読みください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?ie=UTF8&itemID=8841
7-3. バリエーションの作成方法 （在庫ファイルを使用する場合）
正しくバリエーション設定するため、親子関係やバリエーションテーマの入力をしてください。必ず親 SKU を一行目に、子 SKU の情
報をその後の行に入力し、順番を入れ替えないでください。子 SKU の情報登録は、しっかりと行ってください。登録いただいた情報
は、ブラウズや検索結果に反映されます。親 SKU には、バリエーションに影響されない基本情報をご登録ください。親 SKU には
JAN、価格、サイズ、色を登録しないでください。
[サイズ 4 種類、カラー2 種類でバリエーションを組む際の在庫ファイルの入力例]

8. サイズ・カラーの登録
8-1. サイズ・カラーについて
服・ファッション小物において、サイズ、カラーはカタログの中で最も重要な情報の一つです。サイズや色で商品を絞るため、検索結
果やブラウズページの画面左側には、サイズ、色の絞り込み機能が提供されています。サイズ情報の登録には size_name（サイ
ズネーム）、size_map(サイズマップ)、カラー情報の登録には、color_name（カラーネーム）, color_map（カラーマップ）、
それぞれ２つの項目への入力が必要です。お客様の購買決定にかかわる重要な情報ですので、必ずご登録する必要がありま
す。値を未入力にすると、検索結果とブラウズから非表示になる（一時停止になる）措置をとらせていただく場合があります。
8-2. サイズの入力ルール size_name （サイズネーム）：ファッションアイテムの一貫した有効なサイズ表記により、お客様に次の
ようなメリットがあります。
1.フィルターを利用し、簡単に商品を見つけることができます。2.商品の評価と比較を簡略化し、売上を伸ばすことができます。
お客様により良いショッピング体験を提供するために、Amazon は販売パートナーに対し、以下のいずれかの有効なフォーマットで
サイズを登録するようお願いしています。有効なサイズ表記でない場合、商品が非表示になることがあります。
重要なガイドライン：
1. size_name にサイズを 1 つのみ登録してください。size_name に複数のサイズがあると、重複となります。
2. size_name には、国、同等のサイズ、フィット感、寸法などの値を入力しないでください。
3. 有効なサイズは、日本のほとんどのサイズを含むように作成されています。メーカーのサイズまたはタグサイズが以下の有効なサイ
ズのリストに含まれていない場合は、有効なサイズ一覧の中から同等のサイズを選択してください。
4. サイズチャート、箇条書き、商品情報、または商品画像で追加情報を登録してください。
5. スペースと英数字は半角でなければなりません。
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有効なサイズ
アパレルサイズの表記

説明

有効なサイズの例

方法
アルファベット

これらは、小、中、大、特大などを示すア

6XS、5XS、4XS、3XS、SSS、2XS、

ルファベットサイズです。

SS、XS、S、M、L、LL、2L、XL、3L、
2XL、4L、3XL、5L、4XL、6L、5XL、

備考：Alpha のサイズは国によって異な

7L、6XL、8L、7XL、9L、8XL、10L、

ります。US サイズ S は JP サイズ S と同

9XL、10XL

じである必要はなく、ブランドや販売パート
ナーによりさまざまな解釈が可能です。し

Free Size

たがって、有効なタグサイズのみを選択し
ます。size_name には国名や追加情
報を入力しないでください。
サイズチャート、箇条書き、商品情報、ま
たは商品画像で測定値 / フィット情報を

0X、1X、2X、3X、4X、5X、6X、7X、
8X、9X、10X
S-M、M-L、2L-3L など

登録してください。

首回り＆裄丈

これらのサイズは、首（襟）と袖の長さの

首回り 52cm 裄丈 59cm 首回り

情報をセンチメートルで表します。

52cm 裄丈 60cm

size_name の隣に国名やアルファベット
サイズなどの追加情報を入力しないでくだ
さい。

首回り

これらのサイズは、首（襟）の情報をセン

首回り 52cm

チメートルで表します。
size_name の隣に国名やアルファベット
サイズなどの追加情報を入力しないでくだ
さい。
ウエスト& 股下

これらのサイズは、パンツのウエストサイズと

W32 / L30

股下丈を表します。

W87 / L75

size_name に cm やインチを入力しな
いでください。
ウエス

これらのサイズは、パンツのウエストサイズを

W32

表します。

W87

size_name に cm やインチを入力しな
いでください。
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数字サイズ

これらのサイズは、測定単位（cm または
インチ）のない数値を表します。

00、0、1、2、3、4...、128、129、130
25-26、32-34、80-87 など

size_name には計測単位を入力しな
いでください。
身長

これらのサイズは子供向けで、商品の対

...60、70、80、90、95、100、

象となるおおよその身長を表します。身長

110...、175、180 など

は cm です。size_name に cm を入

90-110、120-130 など

力しないでください。
年齢

これらのサイズは、商品の対象年齢を

0

Months, 1 Months, 2

「Months」と「Years」で表します。

Months など

Months： 0、1、2、3、6、9、12、
1

18、24

Years, 2 Years, 3 Years など

Micro, Teeny, Preemie
Years： 1、2、3、4、5、6、7...、
14、15、16、17、18、19 特別サイズ

0-3 Months, 3-6 Months など
1-2 Years, 3-4 Years など

（早産児）：Micro,
Teeny, Preemie
号

これらのサイズは、号の数字を表しま
す。

カップバンド

1 号、2 号、3 号、4 号、5 号
6 号など

ブラのサイズです。カップはアルファベット

A65、B70、C65、F75、AA75、

で、バンドはセンチメートルです。

F70、G70、H70 など

カップ： AA、AA、A、B、C、D、E、F、
G、H、I、J、K、AB、CD、EF、GH、IJ
バンド： 60、65、70、75、80、85、
90、95、100、105、110、115、
120、125
アルファベット ジ

スポーツ用品に広く使用されます。

B90-95、AB95-100 など
AA-A65 など
AA-A75-85 など
メンズ： 6XS、5XS、4XS、3XS、2XS、 XS、
SS、S、M、L、O、XO、2XO、

ャスポ

3XO、4XO、5XO、6XO、7XO、8XO、
9XO、10XO ウィメンズ： 6XS、5XS、
4XS、3XS、 2XS、XS、SS、S、M、L、
OT、XOT、
2XOT、3XOT、4XOT、5XOT、
6XOT、7XOT、8XOT、9XOT、
10XOT
測定値

靴下、ストッキング、帽子（頭囲）、ベル

10.0 cm、20.0 cm、30.0 cm、30.5 cm な

トのサイズを示します。

ど
10.0-10.5 cm、23.0-24.0 cm など
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ボディタイプと身長タイプ
Amazon では、上記のサイズに追加できるボディタイプと身長タイプを受け付けています。有効なサイズは、ボディタイプまたは身長
タイプの両方またはどちらか一方を選択することができます。
ボディタイプ

身長タイプ

Slim, Regular, Husky, Big, Plus, J, JY, Y, YA ,A,

Long, Short, PP, P, R, T, W, Y, 2, 3, 4, 5,

AB ,B ,BB, BE ,E, A, Y ,AB, B, A, Y, B, E

6, 7, 8, 9

一貫性を保つため、ボディタイプと身長タイプは上記の通りであり、言語ごとに異なるバージョンはありません。
ボディタイプと身長タイプのサイズ例
15 号 ABR

アパレルサイズの表記方法 = 号、ボディタイプ = AB、身長タイプ = R

87 YA8

アパレルサイズの表記方法 =数字サイズ、ボディタイプ = YA、身長タイプ = 8

YM; WM

アパレルサイズの表記方法 = アルファベット、身長タイプ = Y、アパレルサイズの表記方法 =
アルファベット、身長タイプ = W

MP

アパレルサイズの表記方法=アルファベット、身長タイプ=P（Petite）

180 B

アパレルサイズの表記方法 = 身長、ボディタイプ = B

身長タイプの説明： (R) 普通を意味するレギュラー (Regular) の略である , (P)小を意味するプチット (Petite) の略である,
(PP)P より小さいことを意味させるため P を重ねて用いる, (T)高いを意味するトール (Tall) の略である。W（ウィメンズ）、Y（ユー
ス）
スーツとブレザーの場合：サイズにボディと身長のタイプがあるスーツとブレザーの場合、ボディと身長のタイプの前に、数値やアルファなど
のサイズクラスを含めてください。
無効なサイズ

有効なサイズ

YA4（対応目安：身長 160-165cm／ウエスト 74cm 前

74 A4

後）
A5（対応目安：身長 165-170cm／ウエスト 80cm 前

80 A5

後）
AB 体 6 号体［着用目安：身長 175cm／ウエスト

90 AB6

90cm］
YA 体 4 号体［着用目安：身長 165cm／ウエスト

76 AB6

76cm］
無効なサイズおよび対応する有効なサイズのその他例：
無効なサイズ

有効なサイズ

注意

US S（JP M）

S

タグサイズ S

M82（首回り 39cm×裄丈 82cm）（日本サイズ M 相当）

首回り 39cm 裄丈
82cm

3L86（首回り 45cm×裄丈 86cm）-

首回り 45cm 裄丈

[23]

（日本サイズ 3L 相当）

日本 S（首回り 37 ㎝）（日本サイズ相当）

首回り：35 裄丈：50 半袖 スリム

86cm

首回り 37cm
首回り 35cm 裄丈 50cm スリム

120cm

120

135A

135 A

130cm

130

日本 130（日本サイズ 130 相当）

130

タグサイズ 130

日本 YXL（日本サイズ 160 相当）

YXL

タグサイズ YXL

XXXS

3XS

XXS

2XS

X-Small、極小

XS

日本 SS-（日本サイズ XS 相当）、
【01】SS
スモール、日本 S（日本サイズ相当）、
J/S
日本 M（日本サイズ M 相当）、
Medium、J/M

SS

S

M

日本 L（日本サイズ L 相当）、Large

L

2L

2L

03.XL、日本 XL（日本サイズ XL 相当）

XXL、日本 XXL（日本サイズ 2L 相当）

XXXL、日本 XXXL-（日本サイズ 4L 相当）

XXXXL、日本 XXXXL-（日本サイズ 5L 相当）

XXXXXL、06-XXXXXL（日本サイズ
4L 相当）

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

XXXXXXL

6XL

LLL、日本 3L（日本サイズ 3L 相当）

3L
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日本 LL、日本 LL（日本サイズ XL 相当）

LL

LLLL

3L

LLLLL

5L

LLLLLL

6L

SM=S

S

LG

L

MD

M

Small/Medium

S-M

S/M

S-M

01.M-L

M-L

日本 4L-5L（日本サイズ 4L 相当）

4L-5L

F、日本 F（フリーサイズ）

Free Size

フリー、フリーサイズ、フリー

Free Size

OSFA

Free Size

One Size

Free Size

日本 36（日本サイズ 7 号相当）

36

タグサイズ 36

9号

9号

”9”と”号”の間にス
ペース

M 9 号 M サイズ

M

日本 J/XO（日本サイズ 3L 相当）

XO

日本 J2XO（日本サイズ 4L 相当）

2XO

日本 J3XO（日本サイズ 5L 相当）

3XO

日本 J/M（日本サイズ M 相当）

M

日本 J/XS（日本サイズ XS 相当）

XS

日本 JXOT（日本サイズ 3L 相当）

XOT

日本 2XOT（日本サイズ 4L 相当）

2XOT

日本 0（日本サイズ 7 号相当）

0

日本 1（日本サイズ 9 号相当）

1

日本 0 [S]（日本サイズ相当）

0

0-3 months

0-3 Months

タグサイズ M

大文字と小文字の
誤り

2-3 years

2-3 Years

大文字と小文字の
誤り

4 yrs

4 Years
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スペルの誤り

3-6 mnths

スペルの誤り

W32 * L30、32W / 30L、32W *
30L

W32 / L30

ウエスト 88（股下 67）

W88 / L67

ウエスト 88

W88

size_map （サイズマップ）：下記の推奨値から一番近いサイズ（日本サイズ）を選択してください。それによりお客様がサイズ
で絞り込みをした際、正しく商品が絞り込まれるようになります。
サイズマップ推奨値(例)
XS

4L

S

5L

M

6L

L

7L

XL

8L

3L

Free

※最新の推奨値は、フォーマットの推奨値リストをご確認ください
例：size_name が「EU 003」の場合、size_map は「M」サイズを選択します。

8-3. カラーの入力ルール
color_name （カラーネーム）：カラー名が基準色の場合、カタカナを使用してください。例えば、”黒“や”Black“の場合、”ブラ
ック“を使用してください。“Limoges Blue”など、商品のカラー名がカタカナでは表記できない場合は、商品に表記されているカラー
名を使用してください。カラー名が複数ある場合は、“/”で区切ってください。例: ブラック/ブラック。
color_map （カラーマップ）：下記の推奨値から一番近い色を選択してください。それによりお客様が色で絞り込みをした際、
正しく商品が絞り込まれるようになります。
カラーマップ推奨値(例)
イエロー

シルバー

ベージュ

オレンジ

パープル

ホワイト

クリーム

ピンク

グリーン

ブラウン

マルチカラー

グレー

ブラック

レッド

ゴールド

ブルー

マルチ

※最新の推奨値は、フォーマットの推奨値リストをご確認ください
例：color_name が「ライトピンク」の場合、color_map は「ピンク」になります。
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8-4. サイズ・カラーの登録方法
メーカーのカタログに記載されているサイズ名、カラー名を正確に入力してください。サイズについては英数半角文字で入力してください。

[サイズネーム・カラーネーム]

[サイズマップ・カラーマップ]

9. 商品タイプについて
商品登録用の在庫ファイルに記載されている「商品タイプ」について、各分類の日本語訳は以下の通りになります。ご参考にしていただき、正し
い分類でのご登録をお願い致します。
商品タイプ（clothing-type)

(clothing-type の日本語訳）※入力不可

Shirt

シャツ・カットソー・ポロシャツ

Sweater

ニット・セーター・カーディガン・トレーナー

Pants

パンツ

Shorts

ショートパンツ

Skirt

スカート

Dress

ドレス・ワンピース・チュニック

Suit

スーツ・上下セット
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Blazer

ジャケット・ブルゾン

Outerwear

コート・アウター・ロンパース

SocksHosiery

靴下・タイツ・ストッキング・レッグウォーマー

Underwear

下着（靴下・タイツ・ブラを除く）

Bra

ブラ

Hat

帽子

Accessory

ストール・ネクタイ・ベルト・帽子・サングラス・ウィッグ・手袋・スタイ・腹巻

Sleepwear

パジャマ・ナイトウェア

Swimwear

水着

Chanchanko

ちゃんちゃんこ・袢纏（はんてん）

Jinbei

甚平

Kimono

着物

Obi

帯

Yukata

浴衣

10. 商品の仕様（商品説明の箇条書き）について
商品詳細ページの「商品の仕様」(商品説明の箇条書き)は、商品についてのより詳細な情報が書かれ、お客様がより具体的に商
品を理解し、購買の決断を促すものになります。原産国、素材構成、それぞれのサイズが具体的にどのような計測値なのかを、
最大 5 行までの範囲で記載してください。数値は半角で入力し、長さ、量の値の後には cm、グラムなど、単位を記載してくださ
い。
必須要件

禁止事項

•

商品の特性や情報を具体的に書くこと

•

不要に長い文章やストーリー性のある文章を含めること

•

数字は半角で入力すること

•

主観的な文言を含めること

•

文章は短く区切ること

•

商品とは関係のない単語又は商品タイプ、コーディネート情報を含めるこ

•

寸法は単位を書く（グラム、cm など）

と
•

ASCII 文字やその他の特殊文字、機種依存文字を使用すること

•

出品者様やメーカーの会社情報を含めること

[商品の仕様-良い例]
項目

商品の仕様への入力例

原産国

中国

素材構成

綿 80％、ポリエステル 20％

S サイズ

着丈:77cm 肩幅:36.5cm バスト:80cm ウエスト:70cm ヒップ:95cm

M サイズ

着丈:80.5cm 肩幅:38cm バスト:84cm ウエスト:72cm ヒップ:96cm

L サイズ

着丈:84cm 肩幅:39.5cm バスト:88cm ウエスト:74cm ヒップ:97cm
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商品の特

裏地なし、後ろでファスナーで閉じるタイプです 等

性
[商品の仕様-悪い例]
ブラウス シャツ カットソー セーター インナー タンクトップ デニム ボトムス アウター チェスター トレンチ コート レディース ウール オーバ
ーコート テーラードなど、様々なコーディネートに合わせやすいワンピースです。小さいサイズから 大きいサイズまで揃って、日頃気に
なる体型カバーが可能です。春 夏 秋 冬 の季節に合わせ、20 代、30 代、40 代と年齢を問わずおしゃれを楽しんでいただけま
す。

11. 商品説明について
よい商品説明は、お客様が、これがどんな商品でどんなものとコーディネートしたらよいのか想像するのに役立ちます。お客様の視点
で、商品について聞いてみたいこと、触れてみたいこと、望んでいることを考えてみましょう。商品に触れてみた印象、使用感や、商
品のメリットを、お客様の視点で書くことで、より豊かなイメージを与えることができます。商品の説明文で提供される情報は、店舗
で店員さんと話をしながら買う場合と同等な購買体験を提供することになります。商品の説明文に入力できる文字数の上限は最
大 2000 バイトまでとなります。（全角の場合 666 文字相当）
良い例
•

禁止事項

商品特性を詳細に記述する。同じタイプの商品とどこが異

•

なっているのか、ブランドや素材、商品のシリーズやモデルの
特徴がどこに表れているか

空欄のまま、何も情報を入力しない（必ず商品説明を入
力してください）

•

出品様の店舗名、e メールアドレス、Web サイト URL、

•

サイズや使用用途、スタイルなどの情報を盛り込む

会社情報などの情報（商品内容は、すべての出品者に表

•

正確なサイズ、お手入れ方法、保証内容を盛り込む

示されるので、共通となる商品情報のみを掲載すること）

•

箇条書きのリスト形式ではなく、適切な言葉使い、文法で

セール、配送無料など、プロモーションに該当する内容（プ

文章となるようにする

ロモーションを行う場合は、セラーセントラルのプロモーション
管理から設定すること）

[商品の説明 - 良い例]
このカシミアの V ネックセーターは贅沢な風合いで、季節を問わずに着ることができます。素材は世界でもっとも希少とされる内モン
ゴルでとれたカシミヤ山羊の毛から作られています。毛質は細く、柔軟で、生地作りから縫製までこだわりをもって仕上げました。V ネ
ックデザインで、中にネクタイや、ドレスシャツを合わせてもしっくりなじみます。寒い日には、ブレザージャケットの中に着用してもよいで
しょう。袖口にカフスボタンとカットデザインがあります。100%カシミアの配合です。お手入れはドライクリーニングか、手洗いのみ。輸
入。
コメント：簡潔で、商品の特性に重点が置かれた文章。質感やデザインの説明のほか、着用シーンの提案、お手入れ方法につい
ての記載があり、購入後の安心感にもつながる内容となっています。
[商品の説明 - 悪い例]
最上級の素材で仕上げたライトコートです！！！たくさんのカラーバリエーションを用意しているので、ぜひご覧ください！配送料無
料でお届けします！最安値でご提供しています！www.suits4cheap.com でその他、たくさんの商品をご紹介しています。オー
ダーメイドのスーツも随時賜わっています。お電話をください。キーワード：スーツ、ブレザー、メンズ。業界 No1 のスーツメーカーで
す。店舗評価のページもぜひご覧ください。
コメント：感嘆符を多用した強調表現や、価格や配送条件、出品者情報などの商品以外の情報が多い。広告の宣伝文句的な
表現は、商品をじっくり吟味したいお客様の判断の妨げになり、信頼感を損ねてしまいます。
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[セラーセントラルからの登録方法]

12. ブラウズノードの登録について
お客様は Amazon で商品を探す際、商品分類か、検索かのいずれかの方法で商品を探します。このため、どちらの方法でも自
分が販売する商品が見つかるよう設定しておくことは重要なことです。商品名、検索用の設定を的確に設定し、商品詳細ページへ
の誘導を増やしましょう。
Amazon では非常に多くの出品者様が非常に大量の商品を販売されています。お客様が目当ての商品に辿り着くために、
Amazon では商品カテゴリーの大分類、中分類、小分類と辿ることにより、探している商品群が集まっているカテゴリーまで絞り込
むことができます。セラーセントラルからカテゴリー分類の詳細が記述されたブラウズツリーガイド(BTG)をダウンロードし、ブラウズツリー
ガイドを参照の上、推奨ブラウズノードに該当する末端のカテゴリー(リーフノード)を指定してください。
例：ポロシャツの場合
服＆ファッション小物 > メンズ > ポロシャツ
下記のページの服＆ファッション小物のリンクから、最新のブラウズツリーガイド(BTG）をダウンロードしてください。
詳細は、セラーセントラル ヘルプページ「ブラウズツリーガイド (BTG)」をお読みください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?itemID=1661

13. 検索キーワードについて
検索用キーワードには、同義語や略称(レインコートに対して「雨合羽」、スタジアムジャンパーに対して「スタジャン」など)、商品名、
商品説明に掲載していない情報がある場合に入力しましょう。商品名とブランド名、商品カテゴリー(T シャツやパンツなど)、出品
者名は、検索キーワードとしてすでに登録されていますので、入力は不要です。また、カタカナを平仮名に置き換えることは不要で
す。コーディネートの提案(ジーンズに合わせたいベルトに対して「ジーンズ」など)や、商品と直接の関連がない言葉は、検索用キー
ワードには入れないでください。
必要条件
•

禁止事項

一つの行に複数のキーワードを設定する場合は、スペース

•

商品と無関係なブランド名やキーワード

で区切ってください。

•

すてき、かわいいなど、安いなどの主観的、感覚的な形

•

同意語

•

略称

容詞や宣伝文句

ご注意：不適切なキーワードを入力することは、Amazon の出品ポリシーに反した行為です。不適切なキーワードが登録されて
いた場合、キーワードを無効にさせていただいたり、出品アカウントを停止させていただく場合もございますので、ご留意ください。
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全カテゴリー共通の検索キーワードの設定方法については、セラーセントラル ヘルプページ「検索およびブラウズに関する出品情報
の最適化」をお読みください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?itemID=10471

14. スタイルキーワードについて
スタイルキーワードはサイト上の左側ナビゲーションの絞り込みにおいて有効になります。商品のスタイルに該当する値を一つのみご
入力ください。

ご注意：お客様の商品の絞り込みの妨げになりますので、商品スタイルの値をすべて入力したり、商品スタイル以外のキーワードを
入力しないでください。

15. 並行輸入品、プライベートブランド品、セット品の登録について
15-1. 並行輸入品
並行輸入品はセラーセントラル ヘルプページ「並行輸入品」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
服＆ファッション小物ストアでは、一部のブランドにつき並行輸入品の出品を制限させていただいております。下記の「一部カテゴリー
における並行輸入品の出品制限」の出品禁止リストをご確認ください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200936440#prestricted
15-2. プライベートブランド品
出品者様が商標権を持つブランドオーナーの場合、以下 URL よりブランド登録を申請いただくことで製品コードがない状態でもカタ
ログを作成頂くことができます。
ブランド登録：https://services.amazon.co.jp/brand-registry.html
商標権を持つブランドオーナー以外で、製品コード（UPC、EAN、JAN または ISBN）が無い商品を出品される場合は、以下
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URL より製品コード免除を行った上で出品頂くことができます。
製品コードがない商品の出品方法：https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200426310
出品する商品に製品コード（UPC、EAN、JAN または ISBN）がある場合は、必ず製品コードを登録頂き出品を行ってくださ
い。製品コードについては「5. 製品コード」欄をご確認下さい。
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
の事項をお守りいただきますようお願い致します。
１） 衣類に関してはブランド名が記載されたラベルを商品に縫い付けている。又は、ブランド名が記載されたタグを糸・チェーン・タグ
ピンなどでつけている。小物に関しては商品又は商品パッケージにブランド名の印字または刻印（以下、総称して「印字」）が
ある。又は、ブランド名が記載されたタグを外装箱またはパッケージに同梱する。
２） が明確に確認できる画像を登録する。
※画像の登録が無い場合でも強制的に商品が削除されることはありません。ただし、独自性を主張する場合は画像の登録が必
要です。
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。また、ノーブランド品のブラン
ド名には必ず、 (ノーブランド品) と記載してください。
15-３. セット品
セット品とする商品は、原則として単品販売されている必要がありますが、以下のようなセットについては、単品販売されていない商
品でもセット品として販売可能です。尚、同じ商品をまとめて販売する商品は、まとめ売りとして販売いただけます。
・トップスとボトムスのセット（ジャージ上下セット、パジャマ上下セット等）
・浴衣・着物セット等（帯・小物セット等）
・水着（ビキニ）セット・タンキニセット
・下着（ブラショーツ）セット
・コーディネートセット
・ワイシャツ・ネクタイセット
・色違い・柄違いのセット（靴下・下着等）
・福袋
詳細は、セラーセントラル ヘルプページ「セット品規約」をお読みください。
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=201645990
15-4. 福袋
[福袋登録ルール]
商品コード：福袋は単品売りの 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、各出品者様ごとに
ASIN を作成の上、ご出品ください。※他の出品者様が作成した福袋商品に出品することはできません。
商品名：
[ブランド(カタカナもしくは日本語表記)] ＋福袋＋メンズ or レディース or キッズ＋商品内容＋○点セッ
ト例）リー 福袋 レディースカジュアルソックス 10 点セット
ブランド名：ブランド名を登録してください。
※「福袋」をブランド名にするのは不可です。ブランドをミックスした福袋の場合は、「Various Brand(複数ブランド)」とします。
商品画像：
メイン画像には、指定のテンプレートにブランドロゴを挿入して掲載してください。
ロゴ作成マニュアル：
http://g-ec2.images-amazon.com/images/G/09/2014/external/hb2014_template.zip
JPEG 画像：
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http://g-ec2.images-amazon.com/images/G/09/2014/external/amz_hb_BaseFile.zip

サイズ：サイズのバリエーションがある場合は、バリエーションを設定してください。子 SKU の商品名にもサイズ名を入れてください。
カラー：複数カラーが存在する場合、サイズおよびサイズマップに「マルチ」と登録してください。
商品説明：商品の説明に、商品構成と点数、何円相当かを記載してください。(寸法サイズも記載のこと）例）[ブランド(カタカ
ナもしくは日本語表記)] レディーステーラードジャケット カーキ M サイズ
[ブランド(カタカナもしくは日本語表記)] レディースカットソー ホワイト M サイズ
[ブランド(カタカナもしくは日本語表記)] レディースニット帽 グレー 50
返品：返品可を推奨しますが、福袋に限り返品不可も可とします。ただし、お客様からのクレームがあった場合には出品を停止さ
せていただく可能性があります。
予約販売：予約販売は可とします。

16. 価格設定について＜参考価格について＞
16-1. 参考価格
参考価格は、販売価格に対するメーカー希望価格（一般に「メーカー希望小売価格」、「参考小売価格」と呼ばれるもの）、セ
ール価格に対する販売価格の 2 種類があります。メーカー希望価格がある場合、正規品にメーカー希望価格がある並行輸入品
は、参考価格としてメーカー希望価格を設定してください。メーカー希望価格がある場合は、セール価格の設定はできません。
メーカー希望価格がない場合、他社に卸していないプライベートブランド品などは、メーカー希望価格の設定はできません。プライベ
ートブランド商品等について、小売業者が自ら設定した価格を「メーカー希望価格」として比較対照に用いることは、違法となる恐
れがあります。セールを行う場合には、例外的にセール価格を設定し、過去一定期間に販売した販売価格を参考価格として設定
することは可能です。以下の詳細を必ずご確認ください。
「景品表示法」に基づき、同一ではない商品の価格、事実と異なる価格を参考価格として設定しないでください。不当表示が発
見された場合には商品ページの削除及び出品停止の措置を取る場合があります。

使用できる項目

メーカー希望価格

販売価格

セール価格

メーカー希望価格があるもの

○

○

×

正規品にメーカー希望価格がある並行輸入品

○

○

×

プライベートブランド商品などメーカー希望価格がないもの

×

○

○

詳細は、セラーセントラル ヘルプページ「参考価格の設定について」をお読みください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?itemID=200329080#price
16-2. メーカー希望価格について
Amazon.co.jp では、メーカーや卸売業者等が広く消費者に告知している価格、または広く小売業者に告知している価格で、
最新の価格をメーカー希望価格として参考価格に設定できます。それ以外の価格をメーカー希望価格に設定することは禁止して
おります。
並行輸入品は、正規品のメーカー希望価格を参考価格として使用できます。なお、以下の注釈が「キャンペーン及び追加情報」に
表示されます。（比較対象価格となる根拠を明確にするため）
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16-3. セール価格について
期間限定セール期間中に、過去の一定期間商品が販売されていた販売価格を、セール価格と比較する参考価格にする場合、
以下の条件を満たす必要があります。
・参考価格として設定する販売価格は、過去 8 週間のうち、４週間以上継続して販売していた価格であること。販売開始から
8 週間未満の場合、販売期間の過半かつ 2 週間以上の販売実績がある価格であること。※
・参考価格として設定する販売価格で販売されていた最後の日と、セール価格での販売開始日が 2 週間未満であること。※
・セール価格を設定する場合、セール期間を設定できる最長期間は 15 週間。それ以上は認めません。
・再度セールを実施する場合は、最低 2 週間、元の価格で販売すること。
※ 販売期間が 2 週間未満のときは、過去の販売価格として表示することが原則としてできません。
16-4. 参考価格の設定方法
[メーカー希望価格]
セラーセントラルや在庫ファイルでそれぞれの価格を登録する場合、①メーカー希望価格を「メーカー希望価格」欄に、②実際に販
売する価格を「販売価格」欄に登録してください。登録後、①は「参考価格」、②は「価格」に表示されます。

[34]

[セール価格]
セール価格を設定する場合は、前頁の条件を満たした「過去一定期間、商品が販売されていた販売価格」を「販売価格」に設定
してください。メーカー希望価格がある場合は、セール価格の設定をせず、メーカー希望価格と販売価格を設定してください。

本誌に記載の内容は 2018 年 5 月現在のものです。
サービス内容、およびインターネットサイト上の表示等は変更となる場合がありますのでご了承ください。本ガイドラインは服・ファッショ
ン小物カテゴリー特有のものであり、セラーセントラルの右上の「ヘルプ」に記載されている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、重複する内容については、本ガイドラインの記載事項が優先されます。
© Copyright 2016 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon, アマゾン,
Amazon.co.jp, Amazon Services Japan, Merchants@amazon.co.jp, フルフィルメント by Amazon, Amazon マ
ーケットプレイス, セラーセントラル, Amazon プライム, Amazon ロゴ, Amazon.com および Amazon.co.jp ロゴ、その他
Amazon の製品およびサービスに関するロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。無断転載・複製を禁
止します。
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