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本規約について 

・セラーセントラル内「ベビー＆マタニティ」カテゴリーの商品登録を通じた登録、在庫ファイルを通じ

た登録の如何にかかわらず、新規で商品登録を行う場合、本規約を遵守してご登録ください。遵守されて

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ので、あらかじめご了承ください。 

・すでに出品したい商品の商品カタログがあり、そのカタログが本規約を遵守していない場合

は、テクニカルサポート(https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/)ま

でご連絡願います。 
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1. 商品登録の方法 

1.1. 商品名について 

 

商品名は以下のようにご登録ください。 

 ブランド名(日本語表記・英語表記) 商品分類名 シリーズ名 サイズ  色  素材  型

番 
 

 

 

 

※並行輸入品の場合は、商品名に【並行輸入】と記載してください。 

※ブランド名に英語表記がある場合は、日本語表記を書いた上でカッコでくくられた英語表記を続けて記

載してください。 

 例）ストッケ(STOKKE) 

 

 

入力例 

カーメイト お昼寝ピロー フラットマットネックピロー グレー LM28 

きかんしゃトーマス トレーニングパンツ 3 枚組 95CM ブルー パイル N88500 

 

良い例 

 

 

 

 

悪い例 

  

 

 

 

 

半角スペースで区切る 

 

 

バンボ(Bumbo)   ベビーソファ   専用腰ベルト入り   イエロー 

 ブランド名    商品分類名      シリーズ名     色 

(カタカナ(英語表記)) 

 

 

STOKKE Tripp Trapp Cherry 

 

正しい表記 

ストッケ(STOKKE) ハイチェア トリップトラップ チェリー 0023 
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登録項目について 

 ブランド名： カーメイト、バンボ(Bumbo)などブランド名を記載してください。 

 商品分類名： お昼寝ピロー フラットマットネックピロー、ベビーソファなど商品名を記載してくだ

さい。 

 サイズ： 95cm などサイズを記載してください。 

 色： ブルーなど色名を記載してください。 

 素材： パイルなど素材名を記載してください。 

 型番： LM28 など、商品の型番を記載してください。 

 

注意点 

 商品の付属品につきましては、「商品の仕様」欄、もしくは、「商品説明文」欄に記載してくださ

い。 

 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。(セール、OFF 率、激安、送料

無料、限定予約、入荷日、シーズン等をタイトルに入れるのは不可とします。「1.2.登録上の注意点」

もご参照ください) 

 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。 

 各登録項目は半角スペースで区切ってください。 

 スペースも含め 50 文字以内で入力してください。 

 

1.2. 商品名を登録する上での注意点 

1.2.1. 割引率を伝えたい場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NG 

OK 

商品名に付けてはいけません 

不可 

可 
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   [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。 

 

(A)セラーセントラルで出品情報を登録する場合 

「販売価格」「メーカー希望価格」に希望小売価格・定価を入力、「セール価格」にセール価格

を入力してください。 

 

(B)出品ファイルで一括登録する場合 

「item-price」 「MSRP」に希望小売価格・定価を入力、「sale-price」にセール価格、「sale-start-

date」「sale-end-date」にセールの期間を入力してください。送料無料であることを伝えたい場

合 

［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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)期間限定の送料無料場合 

配送料無料のプロモーションを設定してください。 

設定方法： https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/60961 

 

 

 

 

 

 

 (B)無期限の場合 

配送料上書き設定での設定変更を行ってください。 

設定方法： https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200212820 

 

 

 

 

商品名に付けてはいけません 

 

不可 

可 

 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/60961
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200212820
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1.2.2. 予約商品であることを伝えたい場合 

［予約販売］［XX 月発送］などは商品名に含まず、以下の設定を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約販売をされる場合は、商品の販売日から 30日以内に限り予約販売が可能です。 

 

予約販売の設定方法と注意点：https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200182190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

不可 

 

商品名に付けてはいけません 

 

可 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200182190
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1.3. ブランド名について 

 

「ブランド名」「メーカー名」は以下のように登録してください。 

 

ブランド名アルファベット表記(ブランド名カタカナ表記)  

 

 

入力例 

Carter's(カーターズ)  

OLD NAVY(オールドネイビー) 

 

登録内容について 

 ブランド名アルファベット表記：Carter's など。大文字、小文字も正しく記載する。アルファベット表

記がない場合は省略する。 

 (ブランド名カタカナ表記)：(カーターズ)などのブランド名を半角カッコで囲ってください。 

 正しくご入力いただくことにより、お客様がブランド名で商品を探されているときに正しく誘導され

ます。 

 

 

1.4. サイズについて 

サイズは、原則的には「サイズ」（1.4.1.）のみのご登録となりますが、ベビー服の場合に限り、

「サイズマップ」（1.4.2.）もあわせご登録ください。 

1.4.1. 「サイズ」の登録（すべての商品） 

セラーセントラルからご登録の場合は「重要情報」タブ内の「サイズ」欄、在庫ファイルか

らご登録の場合は「size_name」欄に「80cm」などの寸法を記載して下さい。 

 

1.4.2.「サイズマップ」の登録（ベビー服のみ） 

セラーセントラルからご登録の場合は「詳細」タブ内の「サイズマップ」欄、在庫ファイ

ルからご登録の場合は「size_map」欄に、「XXX-Small」などの複数の推奨値から最も近いものを

一つ選択してください 

ただし、X-Large, XX-Large, XXX-Large, XXXX-Large, XXXXX-Large は使用しないで下さい 

半角カッコ 
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※「サイズマップ」欄（「size_map」欄）への入力値は、Amazon.co.jp「ベビー＆マタニティ」＞「ベ

ビー服」ページ内の「サイズ別」検索カテゴリーにおいて、以下のように児童の月齢・年齢へと自動的

に変換されます。 

 「サイズマップ」欄入力値   自動変換後に表示される月齢・年齢 

 XXXXX-Small     0‐3 か月 

 XXXX-Small     3‐6 か月 

 XXX-Small     6‐12 か月 

 XX-Small      12‐18 か月 

 X-Small      18‐24 か月 

 Small      24‐30 か月 

 Medium      30‐36 か月 

 Large      3‐4 歳 
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1.5. 商品の仕様・商品説明文について 

 

貴社のオリジナル商品ではない場合、貴社のみに適用される情報などを「商品の仕様」欄、およ

び「商品説明文」の欄に記載しないでください。 

出品者独自の情報は、商品の仕様、商品説明文に記載せずに、「プロモーションの設定」もしく

は、「コンディション詳細」に記載してください。 

 

 

  プロモーションの設定方法について：https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/60951 

 出品情報について： https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200182950 

 

1.6. カラーやサイズ展開のバリエーション登録について 

 

 サイズ違いおよび色違いの商品を販売する場合、バリエーション関係の設定を使用して、ひとつの親

SKUに子SKUを紐づけてください。  

 サイズ、カラー両方が存在する場合は、いずれも同一の親SKUに紐づけてください。  

 バリエーションのテーマが正しく設定されていない場合、Amazon.co.jpが商品を削除する場合がありま

すので、あらかじめご了承ください。  
 

※詳細な説明は以下のURLよりご確認ください。  
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/8841/ref=su_8841_cont_40731 
 

※設定についてご不明な点は、以下のURLよりテクニカルサポート（電話もしくはメール）へご連絡

ください。  

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/ 

 

2. 一部の商品を出品する際の注意事項について 

2.1. 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。並行輸入商品の販売をする場合は、以下を遵守してください。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/60951
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200182950
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/8841/ref=su_8841_cont_40731
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200936440
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2.2. 一部出品制限について 

 

ベビー＆マタニティストアにて、複数の出品者様の商品で、偽造品が含まれているという報告があっ

たため、以下の商品につきましては、ご出品の際に、証明書類のご提出をもって出品の可否を判断い

たします。 

 

2.2.1. 抱っこひも「エルゴベビー」の並行輸入品 

【対象商品】 

ERGObaby エルゴベビー・ベビーキャリア/ブラック 

ERGObaby エルゴベビー・ベビーキャリア/キャメル 

ERGObaby エルゴベビー・ベビーキャリア/ギャラクシーグレー 

ERGObaby エルゴベビー・ベビーキャリア/クランベリークランベリー 

ERGObaby エルゴベビー・ベビーキャリア/パープルミスティック 

 

【必要書類】 

ERGObaby  inc. の真正品であることが証明できる書類(電子データ可)。 

 

書類をご提出いただき次第こちらで出品可否を判断いたしますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

2.2.2. 西松屋チェーンのプライベートブランド商品 

【対象商品】 

下記西松屋チェーンの公式ウェブサイト内の「オリジナル商品」ページ内に掲載されている商品 

http://www.24028.jp/product/original/top.html 

 

【必要書類】 

西松屋チェーンの許可を得て出品していることが証明できる書類(電子データ可)。 

 

書類をご提出いただき次第こちらで出品可否を判断いたしますので、あらかじめご了承ください。 

 

※本件に関するお問い合わせはテクニカルサポート（電話もしくはメール）へご連絡ください。  

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/ref=ag_contactus_foot_home 

「在庫と商品情報」＞「特定の商品の出品許可について」 

 

http://www.24028.jp/product/original/top.html
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/contact-us/contact-amazon-form.html/ref=ag_contactus_foot_home
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2.3 海外直送品の販売について 

 

※商品を海外直送する際は出荷通知を送信後、関税を購入者へ請求することはできません。 

海外から商品を直送する場合は、以下を遵守してください。 

商品タイトルに【海外直送品】と記載をして、国内から配送される商品とは別の ASIN を作成するよう

にし、商品のコンディション説明に、以下を記載してください。 

こちらの商品は海外直送商品・個人輸入商品になります。日本法に基づく品質、有効性及び安全性

の保証がなされておりません。個人輸入は、私的使用・消費を目的とし個人の責任で輸入するもの

で、輸入した商品などを他人へ譲渡、販売をすることはできません。また法人による購入申し込

み、商用目的での購入申し込みは承ることができません。海外直送のため日本語で説明書が同封さ

れていない場合もありますので、個人の責任でご注文お願いいたします。また、注文の数量が適切

でない場合キャンセルさせていただく可能性がございます。 

海外から直送する商品に関しては、たとえ国内で同一商品であると思われる商品が流通していても、

当該商品と海外から直送する商品との同一性は認められません。従って、海外で広く消費者又は小売

業者に告知している価格を参考価格として記載することは禁止させていただきます。 

 

2.4 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、以下を遵守してください。 

 

(A)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。 

(B) (A)が明確に確認できる画像を登録する。 

(C)商品名にブランド名を記載する。 

(D)ブランド名欄に該当ブランド名を登録する。 

(E)（衣類商材の場合）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。  
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3. 禁止商品・禁止行為について 

Amazon.co.jp 全般における出品禁止商品についてはこちらをご覧下さい。 
 

禁止商品：https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-
page.html/ref=ag_200386260_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200386260 
 

また、ベビー＆マタニティストアでは、特に以下に記載した商品の出品および情報登録にご注意下さ

い。禁止事項に該 当するものを発見した場合は、事前の告知なく商品を削除させていただく場合があ

ります。 
 

 

3.1  知的財産権等の権利侵害商品の出品禁止について 

 

第三者の商標権、著作権、著作者人格権等の知的財産権、肖像権及びパブリシティ権等の権利を侵害

する、又はその恐れのある商品の出品を禁止します。 

 

3.2 消費生活用製品安全法に基づく消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製
品について（PSC マーク） 

 

＜届出義務について＞  

消費生活用製品安全法では、消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼす恐れが多いと認められる

製品を「特定製品」として指定しています。 

「特定製品」の製造、輸入または販売の事業を行う者は、予め国に対し事業を開始する旨の届出が必

要です。 

届出の際には、特定製品が基準に適合するか否かの自主検査を行う必要があります。 
なかでも、「特別特定製品」に指定された製品（例：ベビーベッドやレーザー光を放出するおもちゃ
等）は、上記の自主検査に加え、国が定める登録検査機関による検査を受けなければなりません。詳
しくは以下にご案内しているリンク先をご参照ください。 

 

＜PSCマークについて＞ 

「特定製品」および「特別特定製品」は、各種の製品ごとに定める基準に適合した製品に付すること

ができる各種の表示（PSCマーク）がなければ販売できません。 

PSCマークの表示義務は、並行輸入品であっても適用されますのでご注意ください。 
 

各種特定製品とマークの一覧表：
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/mark.htm 

詳細につきましては経済産業省：「消費生活用製品安全法ページ」をご確認ください 

 消費生活製品安全法ページ：http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.htm 

 PSCマークに関わる事業届に関する説明資料：
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/setsumei2212.pdf 

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_sib?ie=UTF8&nodeId=1085374
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/ref=ag_200386260_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200386260
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/ref=ag_200386260_cont_scsearch?ie=UTF8&itemID=200386260
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/mark.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/setsumei2212.pdf


   

 
Copyright (c) 2015 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 13 of 22 

 
 

 
3.3  電気用品安全法に基づく電気製品について（PSE マーク） 

 

＜届出義務について＞ 

電気用品安全法では、電気用品を以下の２項目に分類しています。 

 「特定電気用品」 構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するお
それが多い電気用品 

 「特定電気用品以外の電気用品」 特定電気用品以外の電気用品 

電気用品の製造または輸入の事業を行う場合、上記に述べる電気用品の区分に従い、経済産業局等に

事業届出を行う必要があります。 
 

＜基準適合義務と適合性検査＞ 

届出事業者は、これらの電気用品が特定電気用品である場合は、販売する時までに登録検査機関の技

術基準適合性検査を受け、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。 
 

＜PSE マークについて＞ 

電気用品の製造、輸入または販売の事業を行う者は、「PSE マーク」を商品に表示させることが義務

付けられています。 並行輸入品も対象に含まれます。PSE マークの表示がない商品は、出品できませ

んのでご注意ください。 

お取扱い商品が PSE マーク表示の対象になるか、PSE マークが表示されているかご確認ください。 
 

届出に係る詳細、PSE マークの概要及び PSE マークの対象商品に係る参考資料：  

経済産業省：PSE概要 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm 

経済産業省：PSE対象商品
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/shuruibetsu.htm 

 

3.4  食品衛生法に基づく哺乳器具について 

＜輸入の届出について＞ 

食品衛生法は、哺乳器具（哺乳瓶、搾乳器等）を輸入し販売する場合は、厚生労働省検疫所輸入食品

監視担当窓口に輸入届出をすることを義務づけています。 

詳しくは下記を参照してください。 

食品衛生施行規則：http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000023.html 

輸入相談窓口：http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/soudan/index.html 

厚生労働省検疫所「輸入食品等の相談指導について（事前相談）：
http://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi/01top.htm 

検疫所リスト： http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/sisetu/ken-eki.html 

 

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/shuruibetsu.htm
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000023.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/soudan/index.html
http://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi/01top.htm
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/sisetu/ken-eki.html
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＜規格基準の遵守について＞ 

また、当該商品およびその原材料は、食品衛生法に基づく規格基準を遵守する必要があります。詳細

は以下の資料を参照してください。 

厚生労働省 規格基準（器具及び容器包装）：http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-

Shokuhinanzenbu/0000035338.pdf 

＜出品時の“商品のコンディション説明”への記載について＞ 

当該商品を販売する場合は、必ず出品時の“商品のコンディション説明”に、①必要な届出が完了し

ていること、②検査番号・証明書番号等を明記してください。 

 

3.5  家庭用品品質表示法に基づく製品別品質表示義務について 

家庭用品品質表示法では、１）繊維製品、２）合成樹脂加工品、３）電気機械器具及び４）雑貨工業

品の４部門の政令で指定された商品は、以下に定める表示を義務付けています。 

対象商品例：ベビー服、哺乳用具等 

特に輸入品については、表示が外国語で行われていること、その表示が不適切であった場合も表示者

たる外国の業者の責任が追及し難い等の事情があるので、輸入業者が輸入品を国内向けに販売するに

際しては、国産品と同様に適正に表示する必要があります。 

 

4. 古着について 
 

ベビー用、マタニティ用の古着の出品が可能です。ただし汚れの目立つ下着類、衣類は出品ができませ

ん。 

また、古物営業表に基づく「古物営業」に該当する場合は、営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公

安委員会の許可を受ける必要があります。当該許可番号を交付された場合は、出品者情報に許可番号を表

示してください。 

古物営業法：http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO108.html  

古物営業関連 警視庁ホームページ： 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm 

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000035338.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000035338.pdf
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO108.html
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm
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4.1. 商品名について 

 

商品名は以下のようにご登録ください。 

 【古着】 ブランド名(日本語表記・英語表記) 商品分類名 シリーズ名 サイズ  色  

素材  型番 
 

 

 

 

 

下線部は必須記載事項。 

例）【古着】ミキハウス スカート 90cm 赤 ニット 

  【古着】バーバリー(BURBERRY) ワンピース 80cm ストライプ 

 

4.2. コンディション状態 

古着の状態により、コンディションタイプの設定をしてください。それぞれのコンディションタイプ

の説明は下記をご覧ください。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/1831 

 

 

5. 商品の入数について 

 

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。 

 

入力例 

korbellおむつポット専用 取替えロール 3P            → item-package-quantity =1 

korbellおむつポット専用 取替えロール 3P×6個セット →  item-package-quantity =6 

 

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

半角スペースで区切る 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/1831
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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 コードで作成できる 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。上限を超える商品を登録された場合は、削除させていただくことがあります

のでご了承ください。 

 

 

注： ケース JAN を利用しての単品販売はできませんのでご了承ください。 

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
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6. 福袋の登録について 

 

福袋は単品売りの JAN/EAN/UPCコードとは別のコードを使用して登録してください。 

また、登録の際には必ず以下のルールに従ってください。 

 

 商品名について 

商品名に 『 福袋 』 と入力するなど、単品売りでないことが分かるようにしてください。また、商

品内容や性別、カラー、サイズが商品名から分かるようにしてください。 

入力例 

[ブランド名] ベビー用おむつカバー Lサイズ、 布おむつ 2点入り福袋 

 

 商品の仕様・説明 

商品説明欄で、福袋商品の内容を記載してください。(寸法サイズも記載のこと） 

 

 商品写真 

袋やアイテムイメージではなく、実際に発送する商品写真を掲載してください。 

 

 

 

 

 

 

 返品可否 

返品可とします。購入者が返品を希望する場合には、Amazonの返品ポリシーに従って返品を受

けつける必要があります。(ただし、Amazon.co.jp への出品に際し、ご同意いただいた契約に

おける返品の条件に従います。) 

  

OK NG 
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 ブランド名およびメーカー名 

ブランド名を登録してください。『 福袋 』 をブランド名にするのは使用不可とさせていた

だきます。ブランドをミックスした福袋の場合は、『 Various Brand（複数ブランド） 』と

入力してください。 

 予約販売は可とします。 

 

※詳細な説明は以下の URL よりご確認ください。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?itemID=200329080#fukubukuro 

  

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html/?itemID=200329080#fukubukuro
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7. 画像登録ガイドライン 

 

登録されたメイン画像は、検索結果、および商品詳細ページに表示されます。サブ画像はクリッ

クすると商品ページのメイン画像欄に表示されます。 

 

 

メイン画像登録時の注意点 

 画像全体の 85%以上を商品が占める必要があります。  

 商品を正確に表示し、かつ販売商品のみを表示してください。コーディネート品は省くか最小限にし

てください。  

 メイン画像に、グラフィックやイラストを使用することはできません。商品に同梱されないアクセサ

リー類、購入者に誤解を与えるようなコーディネート品、商品の一部ではない文字、ロゴ、透かし、

挿入画像も使用できません。  

 フォーマット：JPEG (.jpg)、TIFF (.tif)、GIF (.gif)、PNG(.png) フォーマットが使用できます。（サイズが

小さく、処理やアップロードが高速な JPEG 形式を推奨します。）  

 カラーモード：RGB 

メイン画像の背景は純粋な白を使用してください。純粋な白とは、RGB 値が (255, 255, 255) で、

Amazon.co.jp の商品検索画面や商品詳細ページによく調和します。  

メイン画像 

サブ画像 
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 サイズ：画像ファイルは最長辺で 500 ピクセル以上必要です。基準に沿った画像のご使用を強く推奨

いたします。商品詳細ページ上でズーム機能を実現するためには、画像の最長辺のいずれかが 1000 ピ

クセル以上必要です。 

【例外について】 

① 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）を使用して

撮影してください。 
 

② メーカー画像の背景色があらかじめ白色以外の色で作成されている場合、薄いブルー、薄いグ

レー等の淡い色に限り掲載可能です。 

 

例外の適切な例 : 
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良いメイン画像例 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

悪いメイン画像例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

 

    

 

http://www.amazon.co.jp/HOT-ITEM%E2%98%86%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%84-LL-24-0-24-5-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A1%E3%83%AB/dp/B002OG6AYS/ref=sr_1_12?ie=UTF8&m=A3HN46RBSW0GL4&s=shoes&qid=1270114549&sr=1-12


   

 
Copyright (c) 2015 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 22 of 22 

 
 

8. 商品登録カテゴリーに関するお願い 
 

以下の商材については、Amazon 内でのカテゴリーが以下のように決まっております。そのほか、商品登

録のカテゴリーについては、ブラウズツリーガイド(BTG) (https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/G/01/rainier/help/btg/jp_baby_browse_tree_guide._TTH_.xls)をご参照ください。 

 

商材 カテゴリー ブラウズノード ブラウズノード ID 

粉ミルク 食品・飲料 食品＆飲料/食品/ベビ

ーフード/ミルク 

71430051 

ベビーフード/ごはん 食品・飲料 食品＆飲料/食品/ベビ

ーフード/ごはん 
 

71427051 

ベビーフード/めん類 食品・飲料 食品＆飲料/食品/ベビ

ーフード/めん類 

71428051 

ベビーフード/デザー

ト・菓子 

食品・飲料 食品＆飲料/食品/ベビ

ーフード/デザート・菓

子 
 

71429051 

ベビーフード/卵 食品・飲料 食品＆飲料/食品/ベビ

ーフード/卵 
 

71424051 

ベビーフード/肉 食品・飲料 食品＆飲料/食品/ベビ

ーフード/肉 
 

71425051 

ベビーフード/野菜 
 

食品・飲料 食品＆飲料/食品/ベビ

ーフード/野菜 
 

71423051 

ベビーフード/飲料 
 

食品・飲料 食品＆飲料/食品/ベビ

ーフード/飲料 
 

71431051 

ベビーフード/魚 食品・飲料 食品＆飲料/食品/ベビ

ーフード/魚 

71426051 

紙おむつ ヘルス&ビューティー ヘルス＆ビューティー/

ベビーケア・マタニテ

ィ/おむつ 

170329011 

 

以上、Amazon.co.jp のカスタマーエクスペリエンス向上のため、ご理解・遵守のほど何卒よろしくお願

いいたします。 

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

