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１．商品名
商品タイトルのルール①
〔メーカー〕 〔ブランド名〕 〔一般名称(製品分類)〕 〔商品名〕 〔仕様/色・サイズ・タイプなど〕 〔型番〕








〔メーカー〕カーメイト、セルスターなどのメーカー名を指定してください。
〔ブランド名〕inno、 ASSURA 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）
〔一般名称〕多くのお客様が第一想起する分類区分を記載してください。(例：ドライブレコーダー、ハンド
ルカバー、コーティング剤 など）
〔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・サイズ・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（ある場合）。

【注意点】
 タイトルはカタログにおいてもっとも重要な項目です。ページ上コンテンツを正確に説明し、かつできる限
り短く記載するようにしてください。
 スペースも含め全角 50 文字以内で入力してください。
 上記各項目を、半角スペースで区切ってください。
 スペース、英数文字、ハイフンは半角で入力してください。但し、半角カタカナは使用不可です。
 特殊文字、機種依存文字は、使用できません。
 商品名と本来関係のない文章や、記号を含まないようにしてください。
 【送料無料】や【30%オフ】などの、固有のプロモーション情報は掲載禁止です。
 検索エンジンは、先頭に近いキーワードほど高く評価する傾向にあるため、SEO の観点から、上記商品
タイトルのルールを定めております。

商品タイトルのルール②
<特定の車種仕様の商品が存在する場合>




シートカバーやブレーキパッド、エアロパーツなど、適用車種が特定される場合は、商品名に適用車種
の、メーカー名と車種名を記述してください。
〔仕様/色・サイズ・タイプなど〕内に入力をお願い致します。
適用車種のメーカー名は、日本車はカタカナ、輸入車はアルファベットで入力してください。
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商品タイトルのルール③
＜タイヤ、ホイールを登録する場合＞



タイヤ商品を登録する際は、必ず下記ルールに沿ったタイトルをつけてください。
適合車種名、グレード名は、タイトルではなく、「商品説明の箇条書き 1 - 商品説明の箇条書き 5
(bullet-point)」に記入してください。

タイトル表記例）
ダンロップ (DUNLOP) サマータイヤ
4本セット LEMANS LM704
205/55R16 91V
タイヤブランド名
（カタカタ全角 (英語) 表記）
＊正式名称を使用
例）ブリヂストン（ブリジストンはNG）

タイヤ・ホイールセットの場合

ホイールのみの場合

タイヤのみの場合

タイトル表記例）
エーテック アルミホイール 4本セット
シュナイダー スタッグ 13 x 4.0 +42 4H
100 メタリックグレー

タイトル表記例）
13インチ 4本セット サマータイヤ＆ホイール
ブリヂストン (BRIDGESTONE) NEXTRY
155/65R13 ウェッズ

ホイールブランド名
(カタカナ表記）

インチ

サマータイヤ / スタッドレスタイヤ /
低燃費タイヤ のいずれか

ホイールタイプ 例）アルミホイール

セット数 例）4本セット

セット数 例）4本セット

セット数 例）4本セット

サマータイヤ / スタッドレスタイヤ /
低燃費タイヤ のいずれか ＆ホイール
タイヤブランド名
（カタカタ全角 (英語) 表記）
＊正式名称を使用
例）ブリヂストン（ブリジストンはNG）

シリーズ名

ホイールシリーズ名

サブシリーズ名

ホイールサイズ

タイヤシリーズ名

タイヤサイズ
例）205/55R16 ＊スペース入力なし

インセット

タイヤサイズ
例）155/65R13 ＊スペース入力なし

ロードインデックス
（数字2-3桁 例：108W）

ホール数

XL（あれば）

速度記号（スピードレンジ）
（アルファベット1～2文字）

PCD

XL（あれば）

カラー
※バリエーション設定を行う場合は不要

ランフラット（あれば）

右用、右フロント用、右リア用、
フロント用、リア用（あれば）

溝○○mm、バリ溝、深溝、○○年式
（あれば、中古品のみ）
(並行輸入)（あれば）

左用、左フロント用、左リア用
（あれば）

ホイールブランド名
（英語 または カタカナ表記）
右用、右フロント用、右リア用、
フロント用、リア用（あれば）
左用、左フロント用、左リア用
（あれば）
＊スペースは半角で入力

＊スペースは半角で入力

＊スペースは半角で入力
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２．ブランド名
ブランド登録について
・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)】

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。
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、刻印、貼付、または縫付する。
２）１）が明確に確認できる画像を、商品ページに登録する。
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。
上記全て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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３．商品タイプ別登録
商品タイプについて
商品ファイルの商品タイプ（Product Type）の値には、該当の商品タイプを入力します。
商品ごとに、下記の 3 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。
■Product Type と代表的な商品例

商品タイプ(Product Type)

AutoAcessoryMisc
AutoPart
PowersportsPart

該当する商品
車内アクセサリ・カーインテリア・ルーフキャリア・洗車用品・バッテリー・ライ
ト・タイヤ・バイクアパレル用品・ヘルメット・バイクウェア・ゴーグル・ヘルメッ
トなど
四輪車用外装パーツ・取替部品（マフラー・ブレーキパッド・ヒューズなど）
二輪車用外装パーツ・取替部品

バリエーションについて
セラーセントラルの下記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＞バリエーション関係
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=8831
「色」、「サイズ」のバリエーションを設定できます。

セット商品について
出品者は、異なる商品を組み合わせて販売することができます。セット品を適切に組み合わせると、購入者にとっ
て便利になり、付加価値の向上が期待できます。また、同じ商品をまとめて販売することもできます。セット品、及
びまとめ売り商品の出品については、下記ヘルプページの「セット品」、及び「まとめ売り」に従ってください。
セラーセントラルヘルプ：アカウント設定＞関連情報＞規約・ガイドライン＞商品ガイドライン＞
Merchants@amazon.co.jp 商品登録ルール
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/ref=pt_200329080_cont_521?ie=UTF8&itemID=200329080

並行輸入品の出品について
並行輸入品の出品については、下記ヘルプページの「並行輸入品の商品登録」に従ってください。
セラーセントラルヘルプ：アカウント設定＞関連情報＞規約・ガイドライン＞並行輸入品
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200936440
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中古品の出品について
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。
中古の出品方法については、下記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

交換部品（適合表）について
バッテリーやワイパーなどの車種別・年式別適合表は、メーカーのカタログやホームページから情報を取得し、画
像データをサブ画像（その他の画像）として掲載するか、「商品説明の箇条書き 1 - 商品説明の箇条書き 5
(bullet-point)」に記載することをお勧めします。
サブ画像（その他の画像（other-image））の掲載方法については、下記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＞関連情報＞画像のトラブルシューティング＞画像の要件
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/1881

ヘルメットについて
ヘルメットの安全規格（SG、PSC、JIS、SNELL、MFJ 公認など）は、「商品仕様」の箇条書き(bullet-point)の欄に
明記するようにしてください。自動二輪車または原動機付自転車乗車用ヘルメットの並行輸入品を出品する場
合、SG マークおよび PSC マークを取得していない製品は出品禁止とします。PSC マークの表示は、消費生活用
製品安全法によって義務付けられています。ご自身において、消費生活用製品安全法その他関連法令を遵守し
た上で出品してください。

非金属タイヤチェーン（ゴム製)について
・使用済み、開封済み、またはメーカー保証期限が切れた商品は、中古品として出品してください。中古品の出品
方法については、必ず上記「中古品の出品について」をご覧ください。
・「商品説明の箇条書き 1 - 商品説明の箇条書き 5 (bullet-point)」に以下の文言を記載してください。
- 非金属タイヤチェーン(ゴム製)は、初回購入後の経過年数により使用限度が設定されている場合があります。
使用限度を超えた場合は、安全性能が低下します。ご購入の前に、商品情報を十分にご確認ください。

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）
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４．画像登録
メイン画像
メイン画像は、原則として、下記ヘルプページ記載の基準を満たす画像を登録してください。止むを得ない事
情により、基準を満たす画像の準備が困難な場合は営業担当、またはテクニカルサポートにご相談くださ
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/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 に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。

サブ画像
必須ではありませんが、お客様の商品の購買率高めるため、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商品の側面、使用方法、詳細などを表示できます。なお、ヘルメットの安全規格（SG、
PSC、JIS、SNELL、MFJ 公認など）は、「商品説明の箇条書き 1 - 商品説明の箇条書き 5 (bullet-point)」の欄に
明記するようにしてください。
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