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1  楽器商品 登録方法 

1.1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. ヤマハ サイレントギタークラシックギター SLG120NW LAB SLG-120NW-LAB 

 

 〔メーカー〕ヤマハ、ローランドなどのメーカー名を指定してください。 

 〔ブランド名〕『ローランド ケークウォーク MIDIキーボード・コントローラー A-300PRO』のケークウォー

ク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、サイズ、タイプ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：「これからはじめる」「簡単」「すぐできる」「!」 

 

1.2プロダクトタイプについて 

プロダクトタイプ（Product Type）のカラムには、商品のタイプを入力します。商品ごとに下記の 8 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 

Product Type プロダクトタイプ（日本語訳） 商品例 
BrassAndWoodwindInstruments 管楽器 サックス、リコーダー、トランペット 

Guitars ギター・ベース ギター、ベース 

InstrumentPartsAndAccessories 
楽器部品・アクセサリ 

メンテナンス用品、チューナー、指揮棒、譜面台、ケー

ス・バッグ、弦、ピック 

KeyboardInstruments 鍵盤楽器 キーボード、ピアノ 

PercussionInstruments 打楽器 ドラム、フットペダル、シンバル、カスタネット 

StringedInstruments 弦楽器 チェロ、バイオリン、ビオラ 

MiscWorldInstruments その他楽器・民族楽器 太鼓、尺八、ウクレレ、ジャンべ、ボンゴ、オカリナ、琴 

SoundAndRecordingEquipment 録音・PA機器 DJ セット、アンプ、カラオケ機材、DTM セット 

 

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。 
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商品タイプ別プロダクトタイプ一覧 （ブラウズツリーガイド） 

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

 

※ブラウズツリーガイドでは登録用のブラウズノード一覧をご案内しています。ブラウズノードはお客様が商品を

探しやすくするガイドで、商品をカテゴリ毎に階層別に分類しています。正しく登録することにより集客力のアップ

が期待できます。詳細は下記資料をご確認ください。 
http://seller-guide.s3.amazonaws.com/jp/MA10044W/Leaf_node_setting(MI).pdf 

 

 

1.3バリエーションについて 

商品を、色違い、サイズ違い、サイズ＆色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）赤、緑、白など 

Size サイズを選択できるようにします。    例）S、M、L、大、中、小 

SizeColor サイズと色で選択できるようにします。サイズと色は別々に入力してください。 

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。 

 

バリエーションデータ作成ガイド 

https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01017E/MA01017E.html 

 

1.4 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： Fender ピック ティアドロップ MEDIUM-WHT 10 枚入り  1 セット →item-package-quantity =1 

   Fender ピック ティアドロップ MEDIUM-WHT 10 枚入り  3 セット→item-package-quantity =3 

 

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。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。 

 

1.5 並行輸入品の出品について 

   1.商品名 

正規品との区別のため、商品名には必ず【並行輸入品】と明記してください。 

例：  【並行輸入品】マーチン アコースティック ギター D-18 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/help/btg/jp_musical-instruments_browse_tree_guide._TTH_.xls
http://seller-guide.s3.amazonaws.com/jp/MA10044W/Leaf_node_setting(MI).pdf
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01017E/MA01017E.html
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２．商品の仕様・説明 

以下の項目に沿って日本国内の正規流通品との違いを必ず記載してください。 

（１）パッケージの状態（およびその状態によって新品・中古品の判別が困難であること） 

（２）日本国内でのメーカーによる製品保証が適用されないこと、生産国、商品スペック、商標に関する説明が  

外国語で表記されていること 

（３）付属品の有無やその違い 

（４）電化製品の場合、電圧の違い 

 

注意：並行輸入品であっても、家庭用品品質表示法、電気用品安全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。 

消費者庁ホームページ > 家庭用品品質表示法 

http://www.caa.go.jp/hinpyo/ 

経済産業省 > 消費者政策 > 製品安全ガイド > 電気用品安全法のページ 

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/ 

 

３．出品者コメント 

出品者独自の保証を付加する場合にはその保証内容を出品者コメントに明記してください。 

 

注意： 並行輸入品ストアに出品する並行輸入品、輸入品については、在庫ファイルの「メーカー希望小売価格」

(msrp)、または商品登録画面でメーカー希望価格には値を入力してはいけません。 

 

その他、「並行輸入品の定義」や、並行輸入品出品に関する「よくある質問」に関しては、セラーセントラル内の下

記リンク先をご確認ください。 

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

 

 

1.6 アウトレット品の出品について 

   1.商品名 

正規品との区別のため、商品名には必ず【アウトレット】と明記してください。 

例：  【アウトレット】CASIO 電子ピアノ Privia ブラックウッド調 鍵盤数 88 標準ピアノ形状鍵盤 PX-730BK 

 

      2.商品の仕様・説明 

http://www.caa.go.jp/hinpyo/
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200936440
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保証・サポートの有無、パッケージの状態、付属品の違いなど、正規品との違いを必ず記載してください。 

 

1.7 メーカー側で JAN コードを再利用している場合 

異なる商品に同一 JAN が付与されている場合は、メーカーが最新商品として供給している商品が、同

JAN の商品として見なされます。お持ちの商品がメーカー側から供給されている最新商品の場合は、同

商品に付与されている JAN を利用して商品登録することができます。最新商品でない同一 JAN 商品をお

持ちの場合は、別 JAN を取得し、別 ASIN として登録する必要があります。 

 

例） 

メーカー側にて商品 A に対して JAN コード「490XXXXXXXX」をつけて商品を流通させていたが、10

年後に商品 B の発売に伴い、現在メーカー側からは供給していない商品 A と同一の JAN コードを商品 B

につけて流通。その結果、市場には同じ JAN コードで商品 A と商品 B が存在する状態。 

 

上の例）で言うと商品 B が JAN コード「490XXXXXXXX」を利用する権限を持ちます。商品 A は JAN

コード「490XXXXXXXX」で商品登録することはできないため別 JAN を取得して別 ASIN として商品登

録する必要があります。 

 

その他の注意点 

商品自体が異なる商品の場合のみ上記の商品登録ルールが適応されます。商品自体が同じでパッケージ

のみリニューアルされた場合は、同一 JAN を利用できます。その場合は、コンディション欄にパッケー

ジが異なる可能性がある旨記載ください。 

 

 

1.8 コンディションについて 

楽器の中古品と再生品の出品価格は、Amazon.co.jpでの販売価格と同じか、それよりも低く設定してください。新

品として出品する場合、価格は自由に設定できます。なお、再生品として出品する商品は、メーカーまたは再生

品業者によって修理調整され、保証されている必要がありますので、ご注意ください。 

 

    * 新品  

未使用かつ未開封で、メーカーから新商品として販売された状態と同じ包装のままで同梱品がすべてそろってい

る商品。メーカーのオリジナルの保証書の有無、有る場合に保証の詳細、メーカーのオリジナルの保証書ではな

い保証書がつく場合にはその保証の詳細をコンディション詳細の記入欄に記載する必要があります。 

 

    * 再生品  

正常に動作するようにメーカーの仕様に基づき、専門家によって検査、清掃、修理等がされた商品。再生をおこ

なった業者の保証書が必須。コンディション詳細の記入欄に「誰がどのような再生処理をおこなったのか」に関す

る記載、および「保証書がある」旨の記載が必要。また、メーカーによる再生品でない場合は、コンディション詳細

の記入欄にメーカー再生品ではないことを明記し、購入者がメーカー製と誤解をしない状態にて、商品を発送す

ること。 
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    * ほぼ新品  

見たところ未使用で、完全な状態にある商品。包装フィルムは開封されていても、商品本体と箱は元のままのき

れいな状態で、汚れや傷がまったくない商品。ギフトに適している商品。 

 

 

    * 非常に良い  

使用されているが、非常に良い状態で、動作に問題がなく大切に扱われている商品。商品や説明書がそろってお

り、気にならない程度の傷や汚れがある商品。 完全に動作する商品。 

 

    * 良い  

使用回数が多く、汚れや傷があるが、良い状態にある商品。説明書があり、使用するうえでは問題のない状態の

商品。落書きや使用した痕跡が見られる場合を含む。完全に動作し、見た目も全体的に良い商品。  

 

    * 可  

目立った汚れや傷があるが、動作にはまったく問題ない商品。引っかいた傷、へこみ、その他の表面上の問題が

ある商品。箱または操作に直接影響のない説明書が紛失または破損している場合。落書きや使用した痕跡が見

られる場合。 

 

出品不可の楽器  

少しでも動作に問題がある楽器商品を出品することはできません。使用に支障があるような傷がある商品も同様

に出品できません。使用に不可欠な付属品が不足している場合（説明書を除く）は出品できません。不正に入手

した商品、または安全性に問題がある商品、リコールの対象となった楽器商品は出品できません。 

 

注: 

・保証書の有無、紛失している付属品がある場合はその詳細を、コンディション詳細の記入欄に記載してください。

ただし、再生品は保証書がない場合には出品できません。 

・日本国内向けである楽器商品は、日本国外へは配送できません。 

 

1.9 ブランド名について 

ブランド名を規則にそって入れていただくことにより、お客様が商品を探しやすくなります。また、ま

た、弊社主催のサイト内プロモーション（例：特定ブランドの特集等）への掲載機会が増えます。 

楽器カテゴリ ブランド名入力規則 

・国内メーカーで日本語のメーカー公式表記がある場合は日本語（全角）を使う 

・国内メーカーで日本語のメーカー公式表記がない場合は英字（半角）を使う 

・海外メーカーは英字（半角）のメーカー公式表記を使う 

・()カッコや/スラッシュを用いての英文字/日本語の二重表記は禁止 
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・文字数は最大 50 バイトまで（全角の場合最大 16文字相当） 

 

入力例 

国内メーカーで日本語の公式表記がある場合 

〇 ソニー 

×  ｿﾆｰ →半角カナなので禁止 

× SONY →国内メーカーかつ日本語表記があるので使用しない 

× ＳＯＮＹ →全角なので禁止 

× SONY/ソニー →日本語と英文字の二重表記なので好ましくない 

× SONY（ソニー） →日本語と英文字の二重表記なので好ましくない 

 

1.10 プライベートブランド品の出品 

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。 

５）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。 

 

 

*本商品登録規約の遵守が確認できない場合は、弊社にて商品の取り下げをさせて頂く事もございます。  

 


