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1 商品名について
商品名とは、ブランド名、型番、品番も含む商品の固有名詞を指します。商品名は、ジャンルや絞込み検索の分類に
も使用されており、お客様に商品を正しく表示し、認識させるための重要な役割を担っています。

1.商品名の入力ルール
a.ノートパソコン、デスクトップパソコン、ゲーミングパソコン、タブレットパソコン
ブランド名 ノートパソコン

ノート

例 ABC

ノートパソコン

シリーズ名

CPU

D-123

Core i3-7020U

メモリ・
HDD・SSD

7

6

5

4

3

2

1

商品カテゴリ

インチ

Office搭載*1

(カラー)
ホワイト

4GB・HDD 1TB15.6インチ

9

8
その他

型番
aaa123

商品名 ABC ノートパソコン D-123 (Core i3-7020U/4GB・HDD 1TB/15.6インチ/ホワイト) aaa123
デスクトップ ブランド名 デスクトップパソコン
例 ABC

デスクトップパソコン

シリーズ名

CPU

D-123

Core i5-8400

メモリ・
HDD・SSD

インチ*2

8GB・HDD 1TB

Office搭載*1

その他
(カラー)

型番
aaa123

Office搭載

商品名 ABC デスクトップパソコン D-123 (Core i5-8400/8GB・HDD 1TB/Office搭載) aaa123
ゲーミング

ブランド名

例 ABC

ゲーミングノートパソコン
デスクトップパソコン
ゲーミングノートパソコン

グラフィック

メモリ・

ボード

HDD・SSD

シリーズ名

CPU

D-123

Pentium G5400 GTX1050

インチ*2

その他
(カラー)

型番
aaa123

8GB・HDD 1TB

商品名 ABC ゲーミングノートパソコン D-123 (Pentium G5400/GTX1050/8GB・HDD 1TB) aaa123
タブレット

ブランド名 タブレット

例 ABC

タブレット

シリーズ名
D-123

RAM・
ストレージ
4GB・32GB

LTE搭載*1

インチ

OS

8インチ

Android 7.0 LTE搭載

その他
(カラー)
ホワイト

型番
aaa123

商品名 ABC タブレット D-123 (4GB・32GB/8インチ/Android 7.0/LTE搭載/ホワイト) aaa123
*1 非搭載の場合は省略可能
*2 デスクトップパソコンでモニタが付属しない場合は省略可能

b. ノートパソコン、デスクトップパソコン、ゲーミングパソコン、タブレットパソコン以外の商品
メーカー名を先頭にして、以下の情報を半角スペースで区切って入力して下さい。

〔メーカー〕 〔ブランド名〕 〔商品名〕 〔仕様/色・サイズ・タイプ等〕 〔型番〕


〔メーカー〕メーカー名を記載して下さい。



〔ブランド名〕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、タイプ、特徴的な技術仕様等を記載して下さい。



〔型番〕メーカー型番を記載して下さい。

【注意点】


スペースも含め全角 50 文字以内で入力して下さい。



英数文字、ハイフンは半角で入力して下さい。
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2.商品名に使用してはいけない文言
以下の要素を含有する文言が商品名に使用されている場合、商品が検索結果一覧に表示されなくなる可能性が
あります。
No

分類

NG ワード例

1

感嘆府など商品タイトルと直接関係のない記号

！, ! , ？ , ? , ◎,〇,●,□,■,◆,◇,▲,△,▼,▽,☆,★,♪,↑,↑など

2

環境依存文字や特殊記号、半角カタカナ

Ⓒ、Ⓡ、™ 、㈱、①、②、③、④、⑤ など

3

ソースと混同される可能性がある記号

<,>,＜,＞,^,＾

4

価格や割引率に関する情報

%OFF , %オフ, ～割引, お値打ち , お得, お買い得, コスパ, 大特価 , 破格, 特別価格, 税
抜 , 税込

5

永続的ではない情報

話題 , 新製品 ,日本初 , 史上初, 期間限定 , 独占販売 , 業界初, 最上位 , 最適 , 入手困
難, 永久, 完全, 最上級 , 優位性, 世界一, 日本一, など

6

特定の出品者に特化した情報

入荷予定 , 数量限定, 今だけ, 残りわずか, 早い者勝ち, 先着順, 送料込 , 返送無料 , メール
便 , 長期保証 , 安心保障 など

7

商品説明や商品紹介、検索キーワードなど商品

おしゃれな , クールな , 〇〇愛用 , 〇〇掲載 , 高品質 , 超爆速 , 超型 , おすすめ など

名以外の欄に記載されるべき情報
8

JAN

JAN:1234567891234

1.

感嘆符など商品タイトルと直接関係のない記号商品ページや検索結果などでの閲覧性を向上させるた
め、使用しないでください。
例）！, ! , ？ , ? , ◎,〇,●,□,■,◆,◇,▲,△,▼,▽,☆,★,♪,↑,↑など
【NG 例】 ☆☆ Amazon ☆☆
【OK 例】 Amazon ノートパソコン

2.

環境依存文字や特殊記号、半角カタカナ文字化けの可能性があるため、使用しないでください。
例）Ⓒ、Ⓡ、™ 、㈱、①、②、③、④、⑤ など
【NG 例】Amazon™ ノートパソコン
【OK 例】Amazon ノートパソコン

3.

ソースと混同される可能性がある記号
Web ページの作成に使用されているソースコードの一部として読み込まれてしまい、正常な検索が行われ
ない可能性があるため、使用しないでください。
例）< , > , ＜ , ＞ , ^ , ＾
【NG 例】Amazon<アマゾンシリーズ>ノートパソコン
【OK 例】Amazon アマゾンシリーズ ノートパソコン

4.

価格や割引率に関する情報は、使用しないでください。
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例）%OFF , %オフ, ～割引, お値打ち , お得, お買い得, コスパ, 大特価 , 破格, 特別価格, 税
抜 , 税込
【NG 例】15%オフ！Amazon ノートパソコン
【OK 例】 Amazon ノートパソコン
5.

永続的ではない情報商品詳細ページは長い間参照され続けるものであり、一時的な情報の表記はお客
様の混乱を招くため、使用しないでください。
例）話題 , 新製品 ,日本初 , 史上初, 期間限定 , 独占販売 , 業界初, 最上位 , 最適 , 入手困
難, 永久, 完全, 最上級, 優位性, 世界一, 日本一 など
【NG 例】新登場！最新 Amazon ノートパソコン 最速モデル
【OK 例】Amazon ノートパソコン

6.

特定の出品者に特化した情報在庫状態や配送に関わる表記など、全ての出品者様に共通して当ては
まらない情報は混乱を招くため、使用しないでください。
例）入荷予定 , 数量限定, 今だけ, 残りわずか, 早い者勝ち, 先着順, 送料込 , 返送無料 , メール
便 , 長期保証 , 安心保障 など
【NG 例】 数量限定で再入荷しました☆ Amazon ノートパソコン 安心保障つき
【OK 例】Amazon ノートパソコン
*保証を記入する際は具体的な情報(X 年間,X ヶ月) が必須です。
なお、おまけについては、下記を参照してください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200329080#freegift

7.

商品説明や商品紹介、検索キーワードなど商品名以外の欄に記載されるべき情報タイトル/商品名に直
接関係のない主観的な情報や、検索キーワード対策としての単語など、商品名ではない情報は含めない
でください。
例）おしゃれな , クールな , 〇〇愛用 , 〇〇掲載 , 高品質 , 超爆速 , 超型 , おすすめ など
【NG 例】超可愛い♪セレブ愛用 Amazon ノートパソコン 女の子にオススメ！
【OK 例】Amazon ノートパソコン

8.

JAN(EAN)
検索システムでは、タイトル/商品名に JAN コードの表記が無い場合も JAN コードでの検索が可能であ
り、購入者にとって JAN コードは必須ではないことから、商品名に記載しないでください。
【NG 例】Amazon ノートパソコン JAN:1234567891234
【OK 例】Amazon ノートパソコン
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2 商品画像について
Amazon に出品する商品にはすべて、画像を 1 点以上設定する必要があります。商品の主要画像は「メイン画像」
と呼ばれます。メイン画像は、商品を示すために検索結果ページおよび閲覧ページに表示されます。また、商品詳細ペ
ージで購入者の目に留まる最初の画像になります。
商品画像の要件については、下記 URL 記載のルールに従ってください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/1881

画像ガイドラインを遵守していない画像をアップロードした場合、画像の削除や修正、編集が行われる可能性がありま
すので ご注意ください。また、メイン画像が無い場合、商品は検索対象外となりますのでご注意ください。

３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 9 つのタイプの
中から該当するものを選んで入力して下さい。
 Windows, MacOS 等の OS や Microsoft Office 等のソフトウェアおよび PC パーツ (CPU、メモリ等) とソ
フトウェアのセット商品は PC ソフトでの取扱いになりますのでご注意ください。
 通話機能を持つタブレット端末はエレクトロニクスでの取扱いになりますので、ご注意ください。

Product Type

プロダクトタイプ

代表的な商品例

（日本語訳）
NotebookComputer

ノートパソコン

ノートパソコン、ネットブック、タブレット PC、iPad

PersonalComputer

デスクトップパソコン

デスクトップパソコン、サーバー、iMac、Apple TV

Monitor

ディスプレイ

液晶モニタ（チューナー付含）、業務用表示装置

VideoProjector

プロジェクター

プロジェクター

Printer

プリンタ

インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、複合機

Scanner

スキャナ

スキャナ

InkOrToner

インク・トナー

インクジェットカートリッジ、トナーカートリッジ
（純正品、汎用品、再生品）

ComputerComponent

周辺機器・アクセサリ

インターフェースカード、スイッチ、ケーブル類、USB メモリ、SD カー
ド、メモリースティック、CPU、マザーボード、メモリ、アダプター、キーボ
ード、マウス、スピーカー、タッチペン

ComputerDriveOrStorage ドライブ

外付けドライブ（光学、DVD、Blu-ray、ハードディスク、
SSD）、NAS、その他ストレージドライブ
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4 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、項目の設定をして下さい。

variation-theme

内容

Color

色を選択できるようにします。 例）赤、緑、白等

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下さい。

※但し、使用できるバリエーションテーマは「ProductType(列 G)」によって異なります。

各 ProductType ごとに使用できるバリエーションテーマは以下の通りです。ご注意ください。

Product Type
NotebookComputer

使用できるバリエーションテーマ
Color

ノートパソコン

Size
SizeColor

PersonalComputer

Color
デスクトップパソコン

Size
SizeColor

Monitor

Color
ディスプレイ

Size
SizeColor

VideoProjector

プロジェクタ

なし

Printer

プリンタ

Color

Scanner

スキャナ

Color

InkOrToner

インク・トナー

なし

ComputerComponent

Color
周辺機器・アクセサリ

Size
SizeColor

ComputerDriveOrStorage

ドライブ

Size

*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下さい。
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
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5 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。

6 アウトレット品の出品について
アウトレット品は下記の URL 記載のルールに従って下さい。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200329080#outlet

7 バルク品、簡易包装品、OEM 品の出品について
バルク品(白箱商品)、簡易包装(簡易パッケージ)品、OEM 品は日本国内の正規流通品の JAN/EAN/UPC コー
ドとは別のコードを使用して登録して下さい。また、登録の際には必ず下記のルールに従って下さい。
1.商品名
真正品（メーカーの純正品）であることを確認の上、日本国内の正規流通品との区別のため、商品名には必ず
【バルク品】、【簡易パッケージ品】、【OEM 品】と明記して下さい。OEM 品の場合は、本来メーカー、ブランドが特定
できないものであるため、メーカー名、ブランド名、型番は記載しないで下さい。
商品名の例： [メーカー名] SD カード 16GB Class10 ABCDEFG 【バルク品】
SD カード 16GB Class10 【OEM 品】

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下さい。
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場合はその旨）
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
③ 生産国、商品スペック、商標の説明が無い、またはあっても外国語で表記されていること
④ 付属品の有無やその違い
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8 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（以下「印字」）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。

インクジェット互換品は以下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する。
※ 商品の仕様上、印字することが難しい場合は、シールまたはラベルを貼付する。しかし、その場合は商
品のパッケージにブランド名又はブランドロゴを印字する。
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。

9 コンディションについて
パソコン・周辺機器のコンディションについては、下記 URL 記載のルールに従って下さい。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200339950

10 中古パソコン(パソコン本体)の商品登録について
中古パソコン(パソコン本体)の商品登録を行う際は、以下のルールも合わせてご確認ください。
1. JAN コード
原則として新品販売時にメーカーが付した JAN コードを使用してください。ただし、新品販売時の主なカタログ仕様
または同梱品が変更、欠落している場合は、同一の商品ページに出品することはできません。
2. 商品カタログ(ASIN)の作成
独自に商品カタログ(ASIN)を作成する場合は、特に以下の点をご確認ください。
•

商品のコンディション
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商品のコンディションについては、「9 コンディションについて(当規約 9 ページ)」を参照し、正しく設定し
てください。

•

商品タイトル


商品のタイトルにはかならず「中古」を冒頭に付してください。
例）中古 富士通 FMV1234 (Core i7/2GB/Windows 8/500GB/Office H&B 2013)


•

その他の要件は、「1 商品名について(当規約 3 ページ)」に準じます。

その他


商品画像は独自の画像をご用意ください。画像については下記 URL 記載のルールに従ってください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/16881



商品説明欄には、独自の商品カタログ作成に至った主要な特徴を明記してください。



パソコン本体の主要な仕様データは新品の商品同様に詳しく入力をしてください。正しいフィールドに正
しく入力することにより、商品のスペックで絞り込む際に表示されるようになります。



ブラウズノードは、新品の商品同様に（中古であるという商品コンディションは考慮に入れず）適切な
ブラウズノードを設定してください。
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