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1 商品登録ガイドライン 

1.1 商品名について 

 ブランド名 + 商品名称 + 仕様（色 ・サイズ・味・タイプ・動物種別ま

たは成長段階 など） 

例： アイムス ヘルシーナチュラル 子犬用 3kg、ペットキレイ ニオイをとる砂 5L 

 

 〔ブランド名〕アイムス、ユニチャームなどブランド名を記載してください。 

 〔商品名称〕ササミガム、ジャーキーなど商品名を記載してください。 

 〔仕様〕色・サイズ・味・タイプ・成長段階等を記載してください。 

 同一ブランドにて犬用、猫用のそれぞれ異なる商品を展開している場合、お客様の誤購入を防

ぐためにも、動物種別を商品名に記載するようにしてください。 

例） × サイエンスダイエット シニアプラス 2kg 

   ○ サイエンスダイエット シニアプラス 高齢猫用 2kg 

 

【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：「雑誌○○で大人気☆新型リード」 「○○お勧めのドッグフード」 
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1.2 登録上の注意点 

① [セール、OFF 率、激安]などはタイトルに含まず以下の設定を行ってください。  

不適切な例： 

 ※セール※ドッグフード 

 ※70％OFF※リード 

 激安 トイレシート 

 

   OFF率については、以下の項目を入力すると、サイトに自動的に表示されます。 

「メーカー希望小売価格」(recommended-retail-price) : 希望小売価格・定価を入力 

「販売価格」(item-price):通常販売価格を入力 

「セール価格」(sale-price)：セール価格を入力 

    

 

 

 

 

 

 

②[送料無料]などは、タイトルに含まず、以下の設定を行ってください。 

不適切な例： 

 送料無料 消臭剤 

 

   ・期間限定の送料無料の場合：プロモーション設定での告知を実施  

サイト上の見え方 

 

メーカー希望小売価格 

販売価格 

セール価格 
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設定方法： https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/60961 

・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 

 

1.3    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場合は、以下の事項を遵守してください。 

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。 

 

  ※衣類商材の場合は以下を遵守してください。 

 

ブランド名が記載されたラベルを商品に縫い付ける。または、ブランド名が記載されたタグを糸・チェ

ーン・タグピンなどで付ける。 

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。          

1.4  動物用医薬品の登録について 

1) 販売業の許可および各種必要な記載事項 
動物用医薬品を出品するには、薬事法の規定により、動物用医薬品販売業の許可が必要です。 
以下の情報を適切な箇所に記載してください。 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/60961
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/200212820
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出品者情報 
以下を出品者情報のページに明記してください。 
 
① 店舗の許可の区分の別（店舗販売業又は特例店舗販売業である旨） 
② 店舗販売業者の氏名又は名称 
③ 店舗管理者の氏名 
④ 当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及び氏名 
⑤ 取り扱う医薬品の区分 
⑥ 相談時の対応方法に関する解説 
⑦ 営業時間及び営業時間外に相談に応ずることができる時間及び連絡先 
⑧ 許可番号 
⑨ 店舗の名称及び所在地 
 
※   指定医薬品を販売する場合は薬剤師、指定医薬品以外の動物用医薬品を販売する場合は、薬
剤師又は登録販売者に情報提供、相談応需及び販売させることが必要です。 
※ 当サイトでは要指示医薬品の出品はできません。 
 
 

2) 商品カタログに必要な記載事項 
動物用医薬品を出品する場合は、以下の項目を適切な箇所に記載してください。 
 
商品名 

商品名の後に【動物用医薬品】を必ず明記すること 
 
商品の仕様 
１． 「有効成分の名称」及びその「分量」 
２． 用法及び容量 
 
 
商品の詳細 
３． 効能又は効果 
 
商品の説明 
４． 使用上の注意 
５． 保管および取り扱い上の注意 
 
購入者等から相談があった場合は、情報提供することが義務付けられています。その他、動物用
医薬品の販売に関しては、薬事法その他の法令ならびに国および管轄する行政機関の指示等に従
ってください。  

 
参考資料 

 
※ 農林水産省「動物用医薬品のインターネット販売に係る改正薬事法等の概要」 

                http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/internet_hanbai.html 
 

1.5 ペットフード品の登録について 

当サイトにペットフード※を登録する場合は、ペットフード安全法（愛がん動物用飼料の安全性

の確保に関する法律）を遵守する必要があります。この法令をよく理解したうえで、当ガイドラ

インに従って商品を登録してください。 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/internet_hanbai.html
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※対象となるペットフードは、犬・猫が食べるもの（総合栄養食、一般食のほか、おやつやスナ

ック、ガム、サプリメント、ミネラルウォーターなど）で動物用医薬品等以外のものを指しま

す。動物医薬品等については、本ガイドラインの 1.4[動物用医薬品の登録について]をご参照く

ださい。 

1) ペットフードの輸入販売  

ペットフードの輸入を行い、当サイトで販売する場合は、それらの行為を行う前に主たる事務所

が所在する都道府県の農林水産省地方農政局等に届出を行う必要があります。 

 

2) ペットフードの表示  

ペットフードを出品する場合、商品には名称、賞味期限、原材料名、原産国、事業者名及び住所

を必ず日本語で表示してください。輸入品にも、必ず日本語で表示する必要があります。各商品

には、以下に基づいて必ず適切に表示してください。 
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3) ペットフードの安全基準（成分規格及び製造方法の基準）  

ペットフードは、ペットフード安全法で定めた成分規格及び製造方法の基準を満たす必要があり

ます。  

 

上記に関わる詳細は、農林水産省の「ペットフードの安全関係」をご参照ください。  

農林水産省「ペットフードの安全関係」 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/ 

 

1.6 ペットの療法食の登録について 
 

1) 商品カタログに必要な記載事項 
ペットの療法食を出品する場合は、以下の項目を適切な箇所に記載してください。 
 
商品名 

商品名の後に【療法食】を必ず明記すること 
 

商品の仕様 
１． 「有効成分の名称」及びその「分量」 
２． 用法及び容量 

 
商品の説明 
３． 使用上の注意 
４． 保管および取扱い上の注意 
５． 以下の注意書きを必ず入力 
 
 「こちらの商品は、必ず獣医師の指導の下で与えてください。」 
 

2) ペット用の療法食の登録について   
 

療法食が動物用医薬品に該当する場合は、上記 1)に記載された事項に加え、上記 1.4の「動物
用医薬品の登録について」を遵守してください。」 
療法食は、その商品の成分本質、形状、使用目的、効能効果、用法容量等によっては、動物用医
薬品に該当する場合があります。上述の農林水産省が定める「動物用医薬品等の範囲に関する基
準について」を確認のうえ、十分注意してください。 
 

1.7 並行輸入品の登録について 

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  

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000836.html
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000836.html
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200936440
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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。  

 

1.8 生体の販売について 

1) 商品カタログに必要な記載事項 
生き物・生体を出品する場合は、以下の項目を適切な箇所に記載してください。 
 
商品名 

商品名の後に【生体】を必ず明記すること 
 
カテゴリ・ブラウズノード 
生き物・生体 [2153210051] にて登録 
 

2) 商品カタログに必要な記載事項 
 

1. 品種等の名称 

2. 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報 

3. 平均寿命その他の飼養期間に係る情報 

4. 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模 

5. 適切な給餌及び給水の方法 

6. 適切な運動及び休養の方法 

7. 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその

予防方法 

8. 飼養の放棄および逸走によって生態系に影響を与えることのないように注意すること 

9. 前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項 

ペット用品ストアでは、下記 1）及び 2)以外の生体（魚貝類、昆虫類、甲殻類、両生類等）のみの出品

が許可されています。 

1)「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に定められる外来生物、及び、「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」に定められる希少生物の販売は禁止。 

2)動物取扱業の登録を受けると共に、広告表示規制を遵守することが条件となる生物の販売は禁止。 

3) 農薬として利用される生きた昆虫「生物農薬」の出品は、農薬販売届が提出済みの出品者様のみ。出

品の際に農薬販売届のコピーの提示が必要。（セラーサポート問合せ要） 
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1.9 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。未入力の場合には自動的に「1」がセットされます。 

 

 例： 

  サイエンスダイエット パピー 缶詰 幼犬・母犬用 165g           →  item-package-quantity =1 

サイエンスダイエット パピー 缶詰 幼犬・母犬用 165g *12個 →  item-package-quantity =12 

 

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。  

 

例：

http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-

alias%3Daps&field-keywords=4901480130019&x=0&y=0  

※文房具・オフィス用品商品の例となります。 

 

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。 

http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=4901480130019&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=4901480130019&x=0&y=0

