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ホームアプライアンス商品（小型白物家電）登録ガイドライン
新たに商品を登録する際には下記の項目を必ず登録してください。


商品名/商品タイプ



ブランド名/メーカー名



画像



商品の仕様または商品の説明



ブラウズノード ID

1. 商品名/商品タイプの登録
1.1 商品名の登録
商品名は簡潔かつ正確に商品情報を伝えるように、下記の並び順で設定してください。

〔メーカー〕〔商品名〕〔ブランド名・愛称〕〔仕様/色・サイズ・タイプ等〕〔型番〕
例: Panasonic ヘアドライヤー ナノケア ピンクゴールド EH-NA57-PN
・

〔メーカー〕Panasonic, 山善等のメーカー名を記載して下さい。

・

〔商品名〕商品の正式な名称を記載して下さい。（ブランド名と商品名が重複する場合は省略可）

・

〔ブランド名・愛称〕「TEEMA」「GOPAN」等のブランド名を記載して下さい。（ブランド名とメーカーが重複
する場合は省略可）

・

〔仕様/色・サイズ・タイプ等〕色、サイズ、タイプ、特徴的仕様（「プラズマクラスター」など）を記載して下さい。

・

〔型番〕メーカー型番を記載して下さい。

【注意点】
・ それぞれを半角スペースで区切って下さい
・ スペースも含め全角 50 文字以内で入力して下さい。
・ カタカナは全角で入力してください。
・ スペース、英数文字、ハイフンは半角で入力して下さい。
・ 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形容、キャッチコピーや記号を含まないようにして下さい。
不適切な例：「大人気の」「簡単」「すぐできる」「！」「☆」「♪」「ギフトにぴったり」「送料無料」
【商品情報登録上の禁止事項】
・ [セール、OFF 率、激安]などは商品名に含まず以下の設定を行ってください。
OFF 率については、 MSRP→希望小売価格・定価を入力、SalePrice→セール価格を入力してください。
・ [送料無料]などは、商品名に含まず、以下の設定を行ってください。
i)

期間限定の送料無料場合：プロモーション設定での告知を実施
設定方法： https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/60961

ii) 無期限の場合：配送料上書き設定での設定変更
変更方法： https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/200212820
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1.2 商品タイプの登録 （アップロードによる一括商品登録時のみ必要となります）
アップロードによる一括商品登録の際は、商品タイプの設定が必要になります。
（1 アイテム毎に商品登録される場合は自動に商品タイプが設定されますので登録の必要はありません）
商品タイプの設定は各種ストアへの掲載ひも付等に影響がでてきますので、ご注意ください。
【ホームアプライアンス（小型白物家電）】で設定する商品タイプ
●Kitchen：
小型白物家電・屋内照明機器・浄水器関連・ガスストーブ・ガスコンロに使用される商品タイプです
注意）在庫ファイルでは商品タイプ 「Kitchen」以外にも、下記の 3 つがが選択可能ですが、こちらは小型
白物家電（ホームアプライアンス）ではなくホーム（家具・インテリア・キッチン）に適用される商品タイプで
すので、ホームの商品登録の時のみ使用します。
＊参考：ホームの各商品タイプの概要
○HomeBedAndBath :
ラグ・カーテン・ファブリック（マット、クッション、エプロン、キッチンファブリック、タオルなど）、寝具
○HomeFurnitureAndDecor：
家具、収納（キッチン収納含む）、インテリア雑貨（ポスター・アートフレーム、置物、フラワーなど）、
仏具・神具
○Home：
食器、調理器具、生活雑貨（洗濯、バス・トイレ、掃除、傘、旅行用品など）、防災・防犯

2. ブランド(Brand)の登録
購入者の利便性を高めるためにも、適切なブランド名を登録することが重要です。新たに登録する商品のブラン
ド名を事前に Amazon サイト内で検索し、より多くの商品が紐づいているブランド名の表記をご確認ください。お
客様はより多くの商品が紐づいているブランド名をまずクリックします。
ホームアプライアンス商品では通常、
英語のブランド名の場合は Oster(オスター) のように、[英語(カタカナ)]で、
日本語ブランドの場合は なかぎし のように日本語のみ、または タイガー魔法瓶(TIGER)

のように

[日本語(英語)]で表記しています。

3. 画像登録について
カタログに登録するすべての画像は、本ガイドラインを含む各種の利用規約および、契約の各条件を遵守し、貴社が掲
載するために必要な権利を有している、もしくは権利者から掲載の許可を得たものでなければなりません。

3.1.

メイン画像の登録の重要性

メインの商品画像は購入の動機付けための非常に大きなコミュニケーションツールであるほか、検索結果一覧ペ
ージから商品詳細ページへの誘導にも重要な役割を果たします。お客様の誤解を招くことがなく商品がわかりや
すい、クオリティーの高い画像を使用することが重要です。
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検索結果一覧ページ例:

3.2.
i)

メイン画像基本ガイドライン
メイン画像の背景はなるべく白を使用してください。ただし、品本体の色が白などで、背景を白にすること
により輪郭が見えにくくなる商品や、背景などがないとサイズや商品の特徴がつかめない場合、薄い色の
背景（ブルー、グレー等）や、他の素材（ランチョンマットなど）と共に表示しても構いません。その場
合、商品本体が目立つよう（背景が商品本体より目立たない、邪魔しないよう）配慮してください。

ii) 商品本体が中心に大きく写っている画像を使用してください。
iii) カーテンやラグ、ベッドカバーなどは、商品全体のイメージが伝わりにくいことから、誤解を招かない範囲の
使用例の画像は可とします。また、生活雑貨商品で画像だけでは何に使うのかわからない場合には使
用例をメイン画像としてもかまいません。その場合、商品が目立つように背景色などはなるべく薄くするよ
うご注意ください。
iv) メイン画像と一緒に検索結果一覧や商品詳細ページには商品名も大きく表示されます。商品名にも
最小限でありながら必要な情報を含め誤解を招かない内容で作成することが重要です。

3.3.

メイン画像禁止事項

下記については商品をわかりにくくし、お客様の誤解を招く要因として使用を禁止しています。お客様とのトラブル
を避けるためにも必ず遵守してください。商品名で補足説明されている場合でも下記は禁止です。
A) 文字 (ご出品者名の透かし文字等も禁止)
B) 枠線
C) 販売個数と違う個数の画像
Copyright (c) 2016 Amazon. or its corporate affiliates. All rights reserved. This document is confidential, and may not be copied
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D) カラー、サイズなどのバリエーションをすべて一緒に撮影した画像
E) 販売している商品以外の物がセットのように映っていて、誤解を招く画像

4. ブラウズノードの登録
4.1. ブラウズノードとブラウズツリー
Amazon では、購入者が商品を簡単に探すことができるよう、各カテゴリーの商品を階層別に分類しています。
商品カテゴリーからサブカテゴリーへと枝葉のように分岐されたカテゴリーの道筋を「ブラウズノード」と呼び、それぞ
れのブラウズノードを番号で定義したものを「ノード ID」と呼びます。そして、この細分化された分類項目の全体
構造を「ブラウズツリー」(ブラウズの木)といいます。
ブラウズノードには、以下 2 種類のノードがあり、それぞれ用途が異なります。


ブランチノード(枝ノード)：末端のノードを除いたサブカテゴリーのブラウズノード。ストアデザイン時に使用す
る。商品登録用には使用しない。



リーフノード(葉ノード)：最終地点である末端カテゴリーのブラウズノード。商品登録時に使用する。

ブラウズツリーは、アマゾンサイト内で左側にナビゲーションとして表示されます。

ブラウズツリー

ブランチノード

リーフノード

4.2. リーフノードの登録方法
セラーセントラル内のブラウズツリーガイド(BTG)をご参照の上、該当商品のリーフノード ID を検索しご登録下さ
い。ブラウズツリーガイド内で黒色の字体で表示されているものがリーフノードとなり、商品登録に使用します。灰
色の字体で表示されているものはブランチノードですので、こちらはご使用にならないで下さい。
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×
○

16428051

ホーム＆キッチン/インテリア・家具・寝具/家具/チェア

392257011

ホーム＆キッチン/インテリア・家具・寝具/家具/チェア/オフィスチェア

※ブラウズツリーガイドはこちらからダウンロードできます。

以下のブラウズノードの商品は、ブラウズツリーガイドに記載がありますが、お客様が商品を探す手助けとなるよう、便宜的にリーフノ
ード ID が設定されている (エイリアスといいます)だけで、実際はホームアプライアンス以外のブランチノードに紐づきます。該当する
商品登録カテゴリーの出品ファイルを使ってご登録ください。また、ここに記載されているブラウズノードに登録すると、一部の商品サ
ブカテゴリーにのみ適用される販売手数料率の適用外になる場合がありますのでご注意ください。
ノード ID

ブラウズノード

商品登録カテゴリー

16377031

ホーム＆キッチン/家電/キッチン家電/ワインセラー

大型家電

13989771

ホーム＆キッチン/家電/キッチン家電/冷蔵庫・冷凍庫/保温・冷温庫

大型家電

16299821

ホーム＆キッチン/家電/キッチン家電/冷蔵庫・冷凍庫/冷凍庫

大型家電

2272928051

ホーム＆キッチン/家電/キッチン家電/冷蔵庫・冷凍庫/冷蔵庫

大型家電

16299961

ホーム＆キッチン/家電/キッチン家電/冷蔵庫・冷凍庫/冷蔵庫交換部品・アクセサリ

大型家電

2353808051

ホーム＆キッチン/家電/キッチン家電/業務用冷蔵機器

大型家電

2353804051

ホーム＆キッチン/家電/キッチン家電/業務用冷蔵機器/冷蔵・冷凍ショーケース

大型家電

2562552051

ホーム＆キッチン/家電/キッチン家電/業務用冷蔵機器/業務用ミキサー

大型家電

2353809051

ホーム＆キッチン/家電/キッチン家電/業務用冷蔵機器/業務用冷蔵庫・冷凍庫

大型家電

2562553051

ホーム＆キッチン/家電/キッチン家電/業務用冷蔵機器/業務用厨房機器交換部品・アクセサリ―

大型家電

2562551051

ホーム＆キッチン/家電/キッチン家電/業務用冷蔵機器/業務用食器洗い乾燥機

大型家電

2353805051

ホーム＆キッチン/家電/キッチン家電/業務用冷蔵機器/製氷機

大型家電

89292051

ホーム＆キッチン/家電/照明/屋内照明/デスクスタンド

文房具・オフィス用品

2039685051

ホーム＆キッチン/家電/照明/屋外照明/ガーデンライト

DIY・工具

2039666051

ホーム＆キッチン/家電/照明/屋外照明/作業灯

DIY・工具

2113896051

ホーム＆キッチン/家電/照明/屋外照明/玄関ライト

DIY・工具

2113897051

ホーム＆キッチン/家電/照明/屋外照明/門扉用ライト

DIY・工具

2033777051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設

産業・研究開発用品

2033779051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/ケーブルアクセサリ

産業・研究開発用品

2033785051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/ケーブルモール・プロテクター

産業・研究開発用品

2033780051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/ケーブルリール・CD 管リール・ロープリール

産業・研究開発用品

2033787051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/コンセント・プラグ

産業・研究開発用品

2033789051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/スイッチ

産業・研究開発用品

2033782051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/スリーブ

産業・研究開発用品

2263316051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/ソーラーパネル

産業・研究開発用品

2033783051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/ツイン・アース

産業・研究開発用品

2033788051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/ヒューズ

産業・研究開発用品

2033786051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/ブレーカー・ブレーカーボックス

産業・研究開発用品

2033790051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/ライトソケット

産業・研究開発用品

3332724051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/安定器

産業・研究開発用品

2033784051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/端子

産業・研究開発用品

3332558051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/電線・ケーブル

産業・研究開発用品

3332560051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/電線・ケーブル/コンポジットケーブル

産業・研究開発用品

3332561051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/電線・ケーブル/フラットケーブル

産業・研究開発用品

3332559051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/電線・ケーブル/同軸ケーブル

産業・研究開発用品
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3332562051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/電線・ケーブル/多芯ケーブル

産業・研究開発用品

2033778051

ホーム＆キッチン/家電/照明/電設/電設用部品・資材

産業・研究開発用品

16299351

ホーム＆キッチン/家電/生活家電/洗濯機・乾燥機

大型家電

16299361

ホーム＆キッチン/家電/生活家電/洗濯機・乾燥機/洗濯乾燥機

大型家電

16299421

ホーム＆キッチン/家電/生活家電/洗濯機・乾燥機/洗濯機

大型家電

16299461

ホーム＆キッチン/家電/生活家電/洗濯機・乾燥機/洗濯機交換部品・アクセサリ

大型家電

16299441

ホーム＆キッチン/家電/生活家電/洗濯機・乾燥機/衣類乾燥機

大型家電

16298571

ホーム＆キッチン/家電/空調・季節家電/エアコン

大型家電

16298671

ホーム＆キッチン/家電/空調・季節家電/エアコン/エアコンフィルター

大型家電

16298681

ホーム＆キッチン/家電/空調・季節家電/エアコン/エアコン交換部品・アクセサリ

大型家電

84823051

ホーム＆キッチン/家電/空調・季節家電/エアコン/エアコン本体

大型家電

2354281051

ホーム＆キッチン/家電/空調・季節家電/エアコン/スポットエアコン

大型家電

84824051

ホーム＆キッチン/家電/空調・季節家電/エアコン/窓用エアコン

大型家電

5. 商品の仕様、商品の説明について
商品の仕様は商品の性能、サイズ、消費電力、付属品など商品の概要やスペックなどの一般的な説明を登録してく
ださい。商品の仕様は箇条書きで商品ページ上に表示されます。
商品の説明には客観的でわかりやすい商品の使い方やコピー的紹介文を登録してください。
【注意点】
・

アマゾンでは一つの商品ページを複数のご出品者で共有するため、ご出品者独自の情報の記載は禁止して
いますのでご注意ください。独自の送料無料についての情報や、おまけなどについてはプロモーション機能を使
って告知してください。
・ 景表法や薬事法に十分に注意し、客観的な商品の説明を登録してください。主観的な表現や誇大広告、
効果効能を謳う表現は禁止しています。（詳しくはMerchants@amazon.co.jp 出品者利用規約の
「出品者の禁止活動および行為、ならびに遵守事項」をご参照ください）

・

Type 1 High ASCII 文字 (®, ©, ™など) やその他の特殊文字は不可。

6. 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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7. 並行輸入品の登録
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。

8. 医療機器の販売に関して
医療機器を販売する際には、以下を遵守してください。遵守していない場合は、ガイドライン違反により、事前の告知
なく該当商品の出品を削除し、アカウントを一時停止させていただく事がありますので予めご了承ください。
A.

高度管理医療機器および特定保守管理医療機器の販売について
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器を業として販売しようとする者は、営業所ごとに所在地の都

道府県知事による許可を受けなければなりません。出品者情報には、必ず許可番号を提示してください。
B.

管理医療機器の販売について
管理医療機器を業として販売しようとする者は、営業所ごとに所在地の都道府県知事に届け出なければなりま
せん。届出済証を交付された場合は、出品者情報に届出番号を提示するなど、都道府県の行政指導に従って
必要事項を提示してください。

※参考資料
薬事法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html
薬事法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000001.html

9. 絞り込み機能（リファインメント）とは
Amazon では、購入者が商品を簡単に探すことができるよう、各商品をジャンル別（カテゴリー）に分類しています。
各カテゴリーはさらに階層型の分類項目(ブラウズ)に細分化されていますが、購入者が各ブラウズに属する商品をさら
に素材やサイズで絞り込むための機能が「絞り込み機能（リファインメント）」です。
例として、購入者が両手鍋をお探しの場合、素材は「アルミニウム」または「ステンレス」、サイズは「19-20ｃｍ」または
「21-22cm」の両手鍋に絞って商品を検索することができます。たとえばお客様が両手鍋をお探しの場合、素材は
「アルミニウム」または「ステンレス」で、サイズは「19-20ｃｍ」または「21-22cm」の両手鍋に絞って商品を検索するこ
とができます。
両手鍋の商品一覧
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リファインメントを指定して「ステンレス」または「ホーロー」及び「19-20cm」または「21-22cm」の両手鍋を検索した
場合の結果

9.1. リファインメントの項目・値
商品特性に基づき、商品カテゴリーごとにお客様にとってより便利な、使用頻度の高いリファインメント項目を設定し
ています。
サイト上で表示されるリファインメント項目において、リファインメント項目一覧に記載の無い項目については、弊社シ
ステムが自動的に商品名における特定の文字列を検出し、振り分けを行っている項目となります。

リファインメント項目は、商品の分類項目（ブラウズ）の改編に伴って追加・変更される事がございます。商品登録
を行われる際は、最新のリファインメント項目及び値の一覧を下記リンクよりダウンロードし、設定して頂くようご注意
ください。

Copyright (c) 2016 Amazon. or its corporate affiliates. All rights reserved. This document is confidential, and may not be copied
or distributed, in whole or in part, without the express written consent of Amazon.

Page 10 of 12

ホーム&キッチン リファインメント一覧
https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10046W/MA10046W.xls

9.2. 商品をリファインメント項目へ紐づける方法
i)

商品登録をセラーセントラルからされる場合は、商品登録画面の［商品の詳細情報: 推奨］におけ
る「検索キーワード」に該当するリファンメント値をご入力ください。ホームアプライアンスの在庫ファイルテン
プレートを使用して商品登録される場合は、「SearchTerms1～5」の項目において該当するリファンメ
ント値をご入力ください。

ii) ご入力いただいた値がリファインメント値と完全一致しない場合は正しく紐づきませんのでご注意ください。
英数半角、かな全角でのご登録をお願いいたします。

9.3. ブランド（Brand）リファインメントについて
商品登録される際にご入力頂くブランド(Brand)も自動リファインメント機能の対象項目になります。購入者の利
便性を高めるためにも、適切なブランド名を登録することが重要です。新たに登録する商品のブランド名を事前に
Amazon サイト内で検索し、より多くの商品が紐づいているブランド名の表記をご確認ください。お客様はより多く
の商品が紐づいているブランド名をまずクリックします。
ホームアプライアンス商品では通常、英語のブランド名の場合は Le Creuset (ルクルーゼ) のように、[英語（カ
タカナ）]で、日本語ブランドの場合は 和平フレイズ のように日本語で表記しています。

ブランドごとの絞り込み機能の表示場所
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同じブランドで 2 つの登録がある例:

10. 食品サンプル付商品の出品について
【注意】 要期限管理商品の出品には、大口出品の契約が必要です。お菓子(食品)が付属している食玩を
出品する際は、必ず大口出品に変更の上で商品を登録してください。

10.1.お試し用の食品サンプルが付属している商品の出品について
エスプレッソマシンの「お試しコーヒーカプセル」などのお試し用食品が付属する商品で、その食品の賞味期限管理が
必要な場合、必ず十分な賞味期限が残っていることを確認して出品をお願いします。賞味期限が過ぎた食品を付
属して出品することは禁止されています。
なお、賞味期限のある商品の場合は、以下リンク先に記載されている「要期限管理商品」のルールに沿って納品し
てください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201003420

10.2.商品からから食品サンプルを外して出品する場合について
商品から食品サンプルを外して出品する場合は、必ず以下のルールを順守して出品してください。


食品抜きの商品は食品サンプル付の商品とは別 ASIN として JAN なしカタログとして登録する。



タイトルに食品サンプル抜きの旨を記載する。



コンディションは「中古」とする。



実物（商品パッケージ）にも食品サンプル抜きの旨を記載する（シールなどを貼る）。



実物（商品パッケージ）に賞味期限がある場合は、賞味期限を隠す（上記シールを貼るなど）。
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