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本ガイドラインについて 

・新規で商品登録をする場合、本ガイドラインを遵守してご登録ください。順守されていない場合、出品を停止させ

ていただくことがございます。あらかじめご了承ください。 

・すでに、出品したい商品のカタログがあり、そのカタログがガイドラインに沿っていない場合は、テクニカルサポ

ートまでご連絡をお願いいたします。 
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1 コスプレ商品の商品登録 

1.1 コスプレ商品の定義 

 Amazon.co.jpではコスプレ商品に関して、以下の定義を用います。 

 コスプレ商品：アニメ、ゲーム、映画、ドラマなどの登場人物のキャラクターなどに扮することを

目的とした衣装、小物などの商品。 

 固有のキャラクターに扮するものではないが、各種コスプレイベントなどでの利用が想定される

衣装も含みます。 

例：メイド服、ゴシック＆ロリータ・ファッション、バニエ、巫女服、猫耳 

 パーティーで利用する扮装のための小物も含みます。 

例：ラバーマスク、全身タイツ、着ぐるみ 

 下記のセクシュアル/アダルト商品、ランジェリーとは区別します。 

o セクシュアル/アダルト商品：その商品の本質として、画像、商品名、商品説明にセクシ

ュアル／アダルト行為に使用する目的であることが示唆されている商品。次にあげる

商品を含み、これに限定するものではありません 

：下着として使用することを目的としないボディストッキングやシェルフブラ 

：性的行為の際に使用することを目的としたコスチューム。 

o ランジェリー：下着あるいは寝間着として使用することを目的とした商品。 

 出品先カテゴリー 

 コスプレ商品、パーティー小物：      おもちゃ&ホビーカテゴリー 

 ランジェリー：                服&ファッション小物カテゴリー 

 セクシュアル/アダルト商品：       ヘルス&ビューティーカテゴリー 

 上記にあてはまらないランジェリー：  ヘルス&ビューティーカテゴリー 

※服&ファッション小物、ヘルス&ビューティーカテゴリーへの出品については各カテゴリーの商

品登録規約・ガイドラインなどを確認のうえ行ってください。 

 出品先カテゴリーの判断 

 上記の定義に基づき、各商品の出品先を解釈し決定する権利は Amazon.co.jpが留保し、誤

って出品された商品を適切なカテゴリーに変更する場合があります。 

 

1.2 商品名 

コスプレ商品の商品名は下記のルールに従って登録してください。（該当ないものは省略可） 

 [シリーズ名/作品名] + [キャラクター名] + [商品名] + [商品の種類] + [カラー] + [性別] + [サイズ/対象

身長]  

 

【注意点】 

 「+」の箇所には、半角スペースを空けてください。 

 商品の種類は以下から選択。 

o キッズコスチューム： 子ども用コスチューム。（マント、コスチュームがメインのセット商

品など） 

o コスチューム： 大人用コスチューム。（マント、コスチュームがメインのセット商品など） 

o コスチューム用小物： コスチューム用の小物全般。（杖、剣、アクセサリー、帽子、ウィ

ッグ、マスク、パニエなど） 

 性別は以下から選択。 

o 子供用： 男の子、女の子、男女共用 

o 大人用： メンズ、レディース、男女共用 

 サイズの記載方法 
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o 子ども用コスチュームのサイズは、原則 cm単位で入力。 

o 大人用コスチュームは、原則「S サイズ」「M サイズ」「L サイズ」などの記載方法で入力。 

 作品名・キャラクター名は版権元の許可を得ていない場合は記載不可。 

 空白文字は半角スペース。 

 半角カタカナは使用不可 

 英数文字、ハイフンは半角 

 Type 1 High ASCII文字やその他の特殊文字、機種依存文字は使用不可 

 セール、OFF率、激安、送料無料、限定予約、入荷日、シーズンなどを商品名に入れるのは不

可 

 本来の商品名と関係のない文章や記号を含まない 

 

キッズコスチュームの例： 

Go! プリンセスプリキュア キュアフローラ 変身プリチューム 2way ドレス キッズコスチューム 女の子 

100cm-110cm 

大人用コスチュームの例： 

涼宮ハルヒの憂鬱 涼宮ハルヒ 県立北高校制服 コスチューム 黒 レディース Mサイズ 

 

 

 

1.3 商品の仕様・説明 

 商品の仕様には下記の項目を記入してください。 

 作品名・キャラクター名 

例：名探偵コナン 江戸川コナン 

但し、版権元の許可を得ていない場合は記載不可 

 版権元の許可 

例： (C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 

 セット内容 

例：首飾り・上着・スカート・リボン・手袋 

 素材 

例：インナー・・・ナイロン 85% ポリウレタン 15% 

     ジャケット・・・ポリエステル 100% 

 サイズ 

例：身長 155～160cm バスト 81～88cm ウェスト 61～66cm ヒップ 88～93cm 

 商品の説明には商品名や商品の仕様で説明しきれない商品の特徴などを記述してください。 

例：ジャケットには裏地がついています。金属プレートは取り外し可能です。 

 商品の仕様・説明には出品者固有の情報については記載しないでください。 

不適切な例：注文日より 3営業日後配達。ばら売り OK・メール注文 OK・オーダー製作 OK 

 

1.4 商品の画像 

商品の画像については下記のガイドラインを遵守してください。 

 メイン画像がモデルのものも掲載可能としますが、極端に肌を露出する衣装やポーズが、わい

せつまたは品がないと受け取られる可能性のある場合、これを掲載することはできません。 

 わいせつまたは品がないと受け取られる画像・ポーズを解釈し決定する権利は Amazon.co.jp

が留保し、コスプレ商品の定義に基づき適切なカテゴリーに移動する場合があります。また、画

像を削除し変更依頼をさせていただく場合があります。 
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 肖像はモデル又はモデルの肖像権を持つ組織などから許諾を得た範囲内でのみ掲載するよう

にしてください。 

 第三者により提起・主張され、かつ、肖像権を侵害しているとの主張に起因する一切の請求、

判決、損害および費用（合理的な弁護士報酬を含む）について、Amazon.co.jpおよび関連会

社は補償、防御、免責されます。  

 ヌード画像（胸、性器、尻など）を掲載することはできません。モデルが透ける素材を着用してい

る場合、性器や胸／乳首 が見える画像や、わいせつで性的に挑発的な画像を掲載することは

できません。それらを隠すために画像処理をした画像を掲載することはできません。  

 

1.5 ブラウズノード 

在庫ファイルのブラウズノードにはコスプレ商品用の ID として以下から選択し、明記してください。 

 

子供用： 

2189283051 おもちゃ/キッズコスチューム・変身・なりきり/キッズコスチューム 

 

大人用： 

3248631051 ホビー/コスプレ・仮装/コスチューム 

3248633051 ホビー/コスプレ・仮装/コスプレ小物・小道具 

3248632051 ホビー/コスプレ・仮装/着ぐるみ・全身タイツ 

 

 

1.6 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。 

 

※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。 

 

 

 


