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 ホーム商品(家具・インテリア・キッチン)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〕 〔ブランド名・愛称〕 〔商品名〕〔仕様/色・サイズ・タイプ等〕〔型番〕 

例:  THERMOS 真空断熱ケータイマグ ワンタッチオープンタイプ 0.5L レッド JMY-501 R 

・ 〔メーカー〕Le Creuset, Panasonic, 山善等のメーカー名を記載して下さい。 

・ 〔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） 

・ 〔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） 

・ 〔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 
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変更方法： https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/200212820 

 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、以下に沿って正しく設定くださ

い。 

●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 

注意）在庫ファイルにはこのほか商品タイプ 「Kitchen」が選択可能ですが、こちらは小型白物家電・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になりますのでホーム商品 

     には使用しないでください。 

 

2.  ブランド(Brand)の登録 

・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。 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/200212820
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 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)】  

 

ブランド名が正しく登録がされていない場合は、【異なるブランド名】や【不明】としてサイトに表示されることがあります。 

正しいブランド名で登録したにも関わらず、異なるブランド名で商品が表示されている場合は、テクニカルサポートまで

連絡してください。 

 

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。 

 

 

 

検索結果一覧ページ例: 
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3.2. メイン画像基本ガイドライン 

i) 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 

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 
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NG メイン画像例 1: 2 個セットで販売の商品を別の 2 個セット商品とまとめて撮影した画像。お客様が 4 個セット

と誤解する可能性が高いです。 

    

NG例メイン画像例 2: 枠線、カラーバリエーション、文字が写っている、商品本体が目立たず、見えにくい。色見本

がメイン画像。 

    

 

NG メイン画像例 3: 商品本体が目立たず、イメージの一部になっていて、何が商品なのか伝わりにくい。 

(左：カーテンが商品、右：カーテンポールが商品) 

  

 

理想的なメイン画像 

 

         

許容範囲内のメイン画像 
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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 
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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。 

 

 

 

 

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。 

 

× 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。 

リーフノード 

ブランチノード 

ブラウズツリー 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/help/btg/jp_kitchen_browse_tree_guide._TTH_.xls
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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分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。 

 

7. 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://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/ref=au_200386250_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200386250
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/ref=au_200386250_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200386250
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8. 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

 
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 
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8.1.  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。 

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 

 

8.2. 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。 

8.3. 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 

 

https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10046W/MA10046W.xls
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同じブランドで 2 つの登録がある例: 

 

 

 


