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商品登録ガイドライン 

当サイトに出品する食品·飲料の表示については、景品表示法及び不正競争防止法により規制されております。なお、

食品·飲料の包装又は容器への表示については、JAS 法、食品衛生法、健康増進法、計量法、酒税法、薬事法等に

より規制されております。これらの法令をよく理解したうえで、当ガイドラインに従った商品登録をお願いいたします。以下の

制限対象商品、食品の安全性と法令順守について必ずご確認いただき、順守いただくようお願いいたします。 

食品＆飲料 制限対象商品 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=200164550&language=ja_JP&ref=id

_200164550_cont_G200164330 

食品の安全性と法令順守 

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

page.html?itemID=UCMGZBFXQ97P2SU&ref=id_UCMGZBFXQ97P2SU_bred_WAH98EVB875C4BD 

1.商品名について 

(1)基本形  

「ブランド名 商品名称 仕様(味·タイプ など) 容量(g·ml·kg·個など)」  

例:山田フルーツ園 サンふじ 特秀 5kg (13-16 玉) 

 〔ブランド名〕アサヒ、(オリジナル商品の場合)店舗名など、大きな括りでのブランド名 

 〔商品名称〕あきたこまち、サンフジなど、商品ごとの名称 

 〔仕様〕色·サイズ·味·タイプなど 

 〔容量〕100ml · 1kg · (500ml×24 本)×2 箱 など半角英数字。()を用いても可。 

※ 訳あり商品·セット商品·海外直送品·並行輸入品·名入れ商品の登録方法については p7以降をご確認ください。 

(2)表記上の注意点  

 それぞれの単語は半角スペースで区切ってください。 

 スペースも含め全角 33 文字以内を推奨しています。 

 英数字とハイフン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。 

 Type 1 High ASCII 文字やその他の特殊文字、機種依存文字(♪!『』など)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☆スイーツ」 「お勧めのワイン」 

(3)商品名登録時の NG ワード 

 以下の文言が商品名に含まれる場合、新規出品及び再出品ができなくなります、商品名に含めないようお願いしま

す。 

NG ワード:送料無料、代引き、特価、新発売、割引 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=200164550&language=ja_JP&ref=id_200164550_cont_G200164330
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html?itemID=200164550&language=ja_JP&ref=id_200164550_cont_G200164330
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?itemID=UCMGZBFXQ97P2SU&ref=id_UCMGZBFXQ97P2SU_bred_WAH98EVB875C4BD
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help-page.html?itemID=UCMGZBFXQ97P2SU&ref=id_UCMGZBFXQ97P2SU_bred_WAH98EVB875C4BD
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 「OFF 率」「セール」「激安」といった販促にかかわる文言も商品名に含めないようにお願いいたします。 

2. 商品情報について 

商品情報は購入者が商品を探す上で重要な項目です。 

特に、以下の 5 項目は商品が露出·検索されるために必要となりますので必ず登録してください。 

(1) ブランド名 

入力方法:在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料カテゴリ-を選択>重要情報>ブランド名 

 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付いているブランド名をご確認く

ださい。お客様はより多くの商品が紐付いているブランド名をクリックします。 

 英語のブランド名の場合は Perrier(ペリエ) のように、[英語(カタカナ)]で表記してください。 

 お酒のセット商品および名入れ商品のブランド名登録については、P8~を参照してください。 

 誤ったブランド名で登録されて出品している商品は、出品が取り消される場合がありますので、ご了承ください。 

(2)ブラウズノード 

入力方法:在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料カテゴリ-を選択>重要情報>推奨ブラウズノード 

 

 ブラウズノードとは、Amazon.co.jp 内の適切なページに、商品を掲載するための項目です。 

 ブラウズノードは、大分類~小分類まで細かく分かれています。商品登録時に、最も細かい分類まで必ず入力してください。 

 当てはまるものがない場合は、一番近いものを選択してください。 

 ブラウズノ-ドは 2 つまで設定することができます。 

 誤ったブラウズノードで出品されている商品は、出品が取り消される場合がありますので、ご了承ください。 

(3)検索キーワード 

入力方法:在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料カテゴリ-を選択>キーワード>検索キーワード 

 

 各商品につき 5項目·全角 16文字分まで設定可能です(各キーワードの間は半角スペースで区切る)。 

http://amazon.co.jp/
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 購入シーンや利用シーンに合わせた的確な検索キーワードを広く設定してモチベーションの高い購入者に商品を訴求

しましょう。 

※商品名、メーカー名、ブランド名に登録している名称は、検索キーワード無しでも検索対象となりますのでそれ

以外のキーワードを入力してください。 

(4)原産国·産地·県名 

原産国については、必ず入力するようお願いいたします。 

食品表示に関する詳細につきましては、以下の資料をご参照ください: 

消費者庁 HP 

食品表示(http://www.caa.go.jp/foods/index.html) 

食品表示に関するパンフレット·Q&A·ガイドライン等(http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/qa.html#m02) 

また、原産国·産地·県名は、購入者が商品を検索する上で重要な絞り込み項目の 1 つでもあります。 

輸入ビール、ワイン、輸入食材等も原産国·産地の登録が無い場合はサイト内で露出されなくなりますので、原産国·産 

地·県名の入力が可能な商材は必ず登録してください。 

※セラーセントラルからダウンロード可能な「在庫ファイルテンプレート」中の「推奨値」シートに記載されている原産国·産 

地·県名を商品登録時にご参照願います。 

【原産国】入力方法:在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料カテゴリ-を選択>詳細>原産国 

 

【地域】入力方法:在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料カテゴリ-を選択>詳細>産地 

 

【都道府県】入力方法:在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料カテゴリ-を選択>詳細>県名 

 

 (5)商品説明(商品の仕様、商品説明文、原材料·成分、保存方法/賞味期限) 

【商品の仕様】入力方法:在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料カテゴリ-を選択>説明>商品の仕様 

http://www.caa.go.jp/foods/index.html)
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/qa.html#m02)
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商品の仕様欄には、名称、原材料名、賞味期限、内容量、保存方法を必ず入力して頂きますよう、お願いいた

します。 

 

 1 行に 100 文字程度、最大 5 行まで入力可能です。 

【商品説明文】入力方法:在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料カテゴリ-を選択>説明>商品説明文 

 

 最大 600 文字まで入力可能です 

【原材料·成分】入力方法:在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料カテゴリ-を選択>詳細>原材料· 成分 

 

 最大 600 文字まで入力可能です。 

 アレルギー反応の可能性がある原材料が含まれている場合は詳しく記載してください。 

【保存方法/賞味期限】 

入力方法:在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料カテゴリ-を選択>詳細>保存方法についての説明 

 

 消費期限および賞味期限切れとなっている商品およびお客様への着荷時に消費期限および賞味期限切れとなる商品の

販売は禁止となります。該当する商品を出品された場合、即刻出品が取り消しされます。またアカウントの停止や閉鎖とな

る場合がありますので、ご了承ください。 

 産地偽造や賞味期限の改ざんは、食品表示法で禁じられています。法令違反商品を出品された場合、アカウントの停止また

は閉鎖の措置を取らせていただきます。刑事手続きが講じられる場合がありますので、ご了承ください。 

 賞味期限はお酒やお米など一部の商品を除き、「製造よりヶ月」のように記載してください。 

 賞味期限の1/3(例：賞味期限120日なら残存40日)を残してお客様にお届けすることを推奨します。 
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3. 特別な商品の登録(訳あり商品·セット商品·海外直送品·並行輸入品、特定保健用食品) 

(1)訳あり商品の登録方法 

訳あり商品の定義 

訳あり商品とは商品の機能性以外の理由により規格外となった商品のことで、見切り品、B 級品とも呼ばれるもの。 

また食品でいうと、「味はほとんど(まったく)変わらないが、サイズ、見た目等で正規品から外されたもの」で、価格も 

正規品に比べ安価な商品を指します。 

訳あり商品でも、消費期限および賞味期限切れの商品や、お客様への着荷時に消費期限および賞味期限切れとなる商品の販売

は禁止となります。違反商品を出品された場合、即刻アカウントの停止または閉鎖を含む措置を取らせていただきますので、ご了承くだ

さい。 

商品名の登録ルール 

「訳あり ブランド名 商品名称 仕様(味·タイプ·産地など) 容量(g·ml·kg·個など)」  

例:訳あり さんふじ 津軽りんご 不揃い 青森県産 完熟 10kg 

 「訳あり」を必ず先頭に入力してください。訳ありの理由については、「商品の仕様」に入力してください。 

 それぞれの項目は〔〕で区切るのではなく、半角スペースで区切って登録してください。 

商品画像の設定 

 画像登録ガイドライン(背景白抜き、商品のみ画像、文字入り不可)に準じ、メイン画像を登録します。なお、サブ画像には訳

あり部分の詳細画像がわかるような画像を登録してください。 

 

 

 【訳あり商品のメイン画像サンプル】 

 

※サブ画像には、具体的な訳あり部分の画像や、盛り付け画像などをアップロードしてください。 

(2)セット商品の登録方法 

セット商品の定義 

 通常は個別に販売している複数の商品を 1 つのセットとして販売する方法です。 

 商品単体のカタログとは別にセット商品用カタログを新たに作成する必要があります。 
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商品名の登録ルール 

「セット内容 ブランド名 商品名称 仕様(味·タイプ·産地 など) 容量(g·ml·kg·個など)」 

a)入り数のセット:同一商品、もしくは複数商品を組み合わせたセット商品 

例:AOC ボルドー金賞受賞 赤ワイン フランス ボルドー 750ml×6 本 

b)飲み比べセット:複数の味違いの商品を組み合わせたセット商品 

例:飲み比べセット 吉乃川 越乃寒梅 八海山 新潟産 日本酒 3 種 500ml×3 本 

※対象は日本酒、焼酎、ビール等のアルコール商品 

C)お試しセット:単体商品の合算の販売価格よりも安価であり、主に初回購入者を対象としたセット商品 

例:お試しセット 抹茶スイーツ ロールケーキ チーズケーキ 大福 生チョコレート 

 〇本·食·個セット(容量×セット数)、お試しセット、飲み比べセットについては、入数“お試しセット” 

“飲み比べセット”を必ず商品名に記載してください。 

 ドリンク·アルコールの入数セットの本数はml×本で登録してください(“缶”や“個”は使用しないでください)。 

 それぞれの項目は、” ”や〔〕で区切るのではなく、スペースで区切って登録してください。 

 商品名称を商品名に全て記載できない場合は、「商品の仕様」欄に入力してください。 

 セット内容の詳細は、「商品の仕様」欄に入力してください。 

ブランド名の登録ルール 

 お酒のセット商品について、ブランド名はセット内容に応じて下表の中から選択して登録してください。  

 複数の種類がセットになっている商品の場合は、代表的な商品の種類を選択してください。  

 ブランド名欄には、販売事業者を入力しないでください。 

 

お酒の種類 

 

ブランド名 

 ビール ビールセット 

日本酒 日本酒セット 

焼酎 焼酎セット 

ウイスキー ウイスキーセット 

ブランデー ブランデーセット 

ワイン ワインセット  

商品画像の設定 

 画像登録ガイドライン(背景白抜き、商品のみ画像、文字入り不可など)に準じ、メイン画像を登録します。メイン画

像では、セット内の商品をすべて把握できる画像が好ましいです。 
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【セット商品のメイン画像サンプル】

 

(3)海外から直接発送する商品を登録する方法 

 購入者へ「個人輸入であることのリスク」をお伝えする必要があります。 

 各商品ページにて、“日本語での”表記が必要です。(成分や容量·原産国などについても、景表法、JAS 法等の日本

の食品表示規制に則った表示が必要です。) 

 以下のような内容を商品説明箇所に加えてください。 

「国外からの発送品となるため、個人輸入扱いとなります。」 

 正規輸入·並行輸入品と出品が重複した場合、情報が錯綜するおそれがあるため、海外からの発送品については 

JAN コードなしで新規商品ページを作成してください。 

(4)並行輸入品を登録する方法 

 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、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。 

(5)機能性表示食品を登録する方法 

 機能性表示食品を登録する場合は、商品名の最後尾に[機能性表示食品](角かっこ付き)と記載してください。 

 また、商品登録時に、以下の箇所に機能性表示食品届出番号を記載してください。 

 

在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料カテゴリ-を選択>説明>商品説明の箇条書き 

 

(6)特定保健用食品(トクホ)を登録する方法 

 特定保健食品(トクホ)の定義 

 下記の消費者庁ホームページを参照願います。 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin86.pdf 

 商品名の登録ルール 

「[トクホ] ブランド名 商品名称 仕様(味·タイプ·産地など) 容量(g·ml·kg·個など)」 

例:[トクホ] アサヒ 食事と一緒に十六茶 w(ダブル)500ml×24 本 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200936440
http://amazon.co.jp/
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin86.pdf
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 商品登録時のセラーセントラルでの登録方法 

入力方法:在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料カテゴリ-を選択>詳細>外部検査機関による認定 

 タブから該当項目を選択してください。 

 

(7)お酒の商品ラベルや容器を加工して名入れする商品を登録する方法 

商品名の登録ルール 

「名入れ ブランド名 商品名称 仕様(味·タイプ·産地 など) 容量(g·ml·kg·個など)」  

 「名入れ」を必ず先頭に入力してください。 

例:名入れ パヴィヨン·ルージュ·ド·シャトー マルゴー 2006 750ml 

ブランド名の登録ルール 

 ブランド名欄に「名入れ商品」と入力してください。  

 ブランド名欄に販売事業者を入力しないでください。 

③ 「ビール共通券」の登録は受け付けておりません。 

商品の入り数について 

 Amazon では、メーカー包装された商品に割り当てられている製品コード（JAN/UPC/EAN ）を使用して、まとめ売りの出品が

可能です。該当商品の商品情報に商品パッケージ数（IPQ）を入力し、商品名にパッケージ数/セット数/箱数を明記してくださ

い。入力例など詳細は、以下のセラーセントラルヘルプページをご確認ください。 

 https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200494020 

 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200494020
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5.送料無料を登録する場合の注意点 

 「送料無料」は NG ワードに含まれますので、商品名に入れず、以下の設定を行ってください。 

 期間限定の送料無料の場合: 商品ごとの個別の商品情報(コンディション説明欄)に記載。 

 無期限の場合: 配送設定で配送料を 0.00円に設定し、各商品に設定した配送パターンを設定。 

  設定方法：https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/GGLVN6Y9PZ6W4NSD 

6.価格登録時の注意点 

食品&飲料ストアでは、参考価格およびセール価格の表示を禁止しておりますので、販売価格のみ設定してください。 

 販売価格:商品の実際の販売価格 

入力方法:在庫管理>変更>詳細の編集>出品情報>販売価格 

7.サンプル商品の取り扱い 

 サンプル商品は、値段を設定せずに商品本体に同梱して提供することが可能です。その場合、おまけに関するガイドライン

に従って、出品してください。また、製造元が販促目的で配布したサンプルの転売行為は禁止されています。 

例:〇〇 ウーロン茶 2L 24 本セットに追加でサンプル 2 本を同梱する(合計で 26 本となるケース) 

- 商品名は「〇〇 ウーロン茶 2L 24 本」 

- プロモーション機能や出品者のコメント欄にサンプルの同梱について記載。商品説明や商品仕様への記載は禁止 

 なお、以下のようなケースは、サンプルの転売に該当する恐れがあるため、禁止します。 

例:商品名が「〇〇 ウーロン茶 2L 24 本セット」となっているが、実際の商品本体は 20 本で、残り 4 本がサンプル品。 

この場合、サンプル品の記載がない、また、サンプル品が本体の本数に含まれているため、その場合は即刻出品禁止となりますの

でご了承ください。 

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。 

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。 

ブランドがない生鮮食品は、本ルールに該当しませんので、ブランド名の場所にストア名を明記するようお願いいたします。 

 

https://sellercentral.amazon.co.jp/sbr#shipping_templates
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/GGLVN6Y9PZ6W4NSD
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9. 生鮮食品の既存カタログへの出品について 

 生鮮食品(野菜、果物、肉類、魚介類)を既存カタログへ出品する場合以下の要件を満たすことが必要となります。要件を満

たさない場合、同一商品とは見なされませんので、新規商品として登録の上、出品をお願いいたします。 

a) 既存カタログの出品者から直接商品を仕入れている、或いは同一の仕入先から仕入れていることが証明できる。 

b) 以下の表示が同一である。 

- 名称(品種名およびブランド名があればそれらも含む) 

- 原産地(または採取海域) 

- 内容量 

- 保存方法 

- 加工者(氏名または事業者名、住所) 

10.画像ガイドライン 

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。 

(1)メイン画像について 

 メイン画像は必ず登録してください。(メイン画像未登録の場合、検索時にサイト上で非表示となり、販売できません) 

 背景は白抜きのものを登録してください。 

 メイン画像には文字や人物等を入れてはいけません。 

 商品の価格や、「送料無料」「20%off」といった店舗固有の情報は、メイン画像、サブ画像ともに画像に入れることはできません。 

 メイン画像は、販売する商品のみを表示してください。 
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【不適切な例】 

 

 
 

【適切な例】 

 

※メイン画像の例外について 

以下の条件を満たす場合、背景が白抜きでないメイン画像を例外的に許可する場合があります。  

 画像に文字や人物等が含まれていないこと。 

 以下の季節特集ストアに紐付く商品であること。 

 

メ イ ン 画 像 の 例 外 を 認 め る 季 節 行 事 

 

1 バレンタインデー 5 お中元 9 ハロウィン 13 年末海産物 

2 ホワイトデー 6 ひんやりスイーツ 10 ボジョレーヌーボー 14 カニ 

3 母の日 7 夏ギフト 11 クリスマス 15 鍋 

4 父の日 8 敬老の日 12 おせち 16 お歳暮  

(2)サブ画像について 

 サブ画像(合計 8 つまで)も可能な限り登録してください。 

 複数の画像で各種カットを表示することにより、購入意欲促進および商品理解強化が見込まれます。サブ画像として購買に

必要な情報を出来る限り表示するようにしてください。 

【サブ画像の例】  

   収穫前の様子  梱包状態  お届け時の様子 
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(3)複数個入り商品の場合 

 商品名に個数を明記いただく他、サブ画像を利用し、正確な個数を把握できる画像も出来る限り表示してください。 

【不適切な例】 

 商品名「白玉いちご 9 個」ですが、10 個が表示されており、誤解を招く可能性があります。 

 

 

 

 

【適切な例】 

 商品名「白玉いちご&白玉マンゴ計 9 個」です。9 個が正しく表示されています。 

 

(4)画像のサイズについて 

 画像の余白は極力少なくしてください(画像全体の 85%以上を商品が占める必要があります)。  

 推奨サイズ:長辺が 500 ピクセル以上 

長辺が 1000 ピクセル以上の場合、商品詳細ページでズーム機能が働きます。 

11.注文管理と予約販売について 

注文を受けてから商品の出荷まで 30 日を過ぎる場合、Amazon で商品の販売はできません。発売日まで 30 日以下になりま

したら、発送に要する準備時間を考慮してご出品ください。なお、(3)の予約販売機能を利用する場合、この限りではありません。 

(1)注文管理について https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/28141/ 

 注文日から 30 日以内に出荷を行い、出荷通知を送信してください。30 日を過ぎても出荷通知が送信されない場合は、

商品が出荷されていても注文は自動的にキャンセルと記録され、売上金は支払われません。キャンセルとなる 日にちの 1 週

間前に、注文管理の該当の注文に「キャンセルを回避するため[日付]までに商品を出荷の上、出荷通知を送信してください

」が表示され、Amazon から注意を促すメールを送信します。 

(2)出荷時課金規約 https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/47201 

 出荷通知は購入者の配送先住所へ実際に商品の出荷が完了した時点でお送りいただく必要がございます。また、実際に商

品の出荷が完了する以前に注文ステータスを「発送済み」に変更することは、出荷時課金制のルールに反し、重大な規約違

反となりますのでご注意ください。 

(3)予約販売 https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200182190 

 発売日が決まっている新規発売の商品は、発売日まで 30 日以内であれば予約販売の機能をご利用いただくことができま

す(例:おせち、ボジョレーヌーボー等)。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/28141/
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/47201
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200182190
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Amazon.co.jp 

食品&飲料ストア 

商材別 商品登録方法のご案内 

1.輸入ビール  

2.ワイン  

3.日本酒·焼酎  

4.みりん 

5.フルーツ 

6 .牛肉  

7.おせち  

mailto:チャント@Amazon.co.jp
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1.輸入ビール  

輸入ビールストアに掲載するには、商品を正しく登録いただき、以下の掲載条件を満たす必要があります。この項目に記載して

いないその他の遵守事項については、P3 から P13 に基づいて登録してください。 

(1)輸入ビールストア掲載条件 

ブランド名(P4) 

 英語表記(カタカナ)でブランド名を登録してください。例:Lowenbrau(レーベンブロイ) 

 輸入ビールブランド一覧(P18)を参照し、表記通りに登録してください。 

 一覧にないブランドは、上記登録ルールに準じて登録をお願いします。 

ブラウズノード(P4) 

 ブラウズノードの登録は必須です。以下のブラウズノードを指定してください。 

ノード ID:71595051 食品&飲料/お酒/ビール·発泡酒/ビール 

原産国(P5)  

 原産国の登録がされていない場合、輸入ビールストアへ掲載されません。 

 飲み比べセット商品については代表的なビールの産地を 1 つ必ずご登録ください。 

アルコール度数の記載 

 商品登録時に「詳細」ページにて、アルコール度数の入力をお願いいたします。 

(2)飲み比べセットについて 

 飲み比べセットを登録する場合は、商品名に必ず“飲み比べセット”と記載して商品を新規に登録してください。 

(P8) 

例:飲み比べセット ベルギービール 3 種 330ml×6 本 

 セット本数と容量についても商品名への記載をお願いします。 

 本数の表記は、“缶”や“個”ではなく’’本’’で統一してください。 

 原産国は、代表的なビールの原産国を 1 つ登録してください。 

 セット内容の詳細は「仕様」もしくは「商品説明」の欄に入力してください。 
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【輸入ビールブランド一覧】 

シート:「輸入ビールブランド」 https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10043W/MA10043W.xls 

 

国名 

ドイツ 

brand(ブランド) 

Lowenbrau(レーベンブロイ) 

Koestritzer Schwarzbier(ケストリッツァー·シュヴァルツ) 

Holzar(ホルツァー) 

Bitburger(ビットブルガー) 

BECK'S(ベックス) 

Warsteiner(ヴァルシュタイナー) 

Erdinger(エルディンガー) 

HOLSTEN(ホルステン) 

Dom Kolsch(ドム ケルシュ) 

Weltenburger(ヴェルテンブルガー) 

Hannen Brauerei(ハンネン アルト) 

Spaten(シュパーテン) 

Jever Pilsener(イェヴァー ピルスナー) 

CAPUZINER(カプツィーナ) 

Diebels PREMIUM ALTBIER(ディーベルス·プレミアム·アルトビール) 

Franziskaner(フランツィスカーナー) 

Andechs DOPPELBOCK DUNKEL(アンデックス ドッペルボック デュンケル) 

Schlenkerla Rauchbier Dunkel(シュレンケラーラオホビール ドゥンケル) 

Schlenkerla(シュレンケルラ) 

Konig Ludwig(ケーニッヒ·ルードヴィッヒ) 

Salitos(サリトス) 

Radeberger(ラーデベルガー) 

Weihenstephaner(ヴァイエン·ステファン) 

4 Elements(フォーエレメンツ) 

FLENSBURGER(フレンスブルガー) 

Hofbrau(ホフブロイ) 

Schneider Weisse(シュナイダー·ヴァイセ) 

Schofferhofer(シェッファー·ホッファー) 

ORGANIC(オーガニック) 

Paulaner(パウラナー) 

イギリス 

Fuller's(フラーズ) 

samuel smith(サミエルスミス) 

GUINNESS(ギネス) 

Goliath(ゴライアス) 

Spitfire(スピットファイヤー) 

Scarecrow(スケアクロウ) 

Brew Dog(ブリュードッグ) 

Boddingtons(ボディントンズ) 

Newcastle(ニューキャッスル) 

St. Andrews Ale(セントアンドリュース) 

OLD TOM(オールドトム) 

Hobgoblin(ホブゴブリン) 

YOUNG'S(ヤング) 

Bass PALEALE(バス ペールエール ) 

イスラエル Maccabee(マカビー) 

インド Kingfisher(キングフィッシャー) 

インド GOD FATHER(ゴッドファーザー) 

インド GOLDEN EAGLE(ゴールデンイーグル) 

インドネシア Bali Hai(バリハイ) 

インドネシア Bintang(ビンタン) 

韓国 Hite(ハイト) 

韓国 JINRO(ジンロ) 

ジャマイカ Red Stripe(レッドストライプ) 

シンガポール Tiger(タイガー) 

スリランカ Lion(ライオン) 

タイ SINGHA(シンハー) 

タイ Chang(チャーン) 

タイ Phuket Lager(プーケットラガー) 

台湾 Taiwan(タイワン) 

中国 青島ビール(チンタオビール) 

トルコ EFES(エフェス) 

ネパール Mustang(ムスタン) 

ネパール nepal ice beer(ネパールアイス) 

パレスチナ Taybeh(タイベ) 

フィジー Vonu Pure Lager(ヴォヌ ピュアラガー) 

フィリピン San Miguel(サンミゲール) 

フィリピン RED HORSE(レッドホース) 

フィリピン Cali(カリ) 

ベトナム 333(バーバーバー) 

ベトナム Sai Gon(サイゴン) 

ベトナム LARUE(ラルー) 

ベトナム FUDA(フーダ) 

ベトナム Ha Noi(ハノイ) 

 

国名 

ベルギー 

brand(ブランド) 

CHIMAY(シメイ) 

Duvel(デュベル) 

Hoegaarden White(ヒューガルデン) 

Westmalle(ウェストマール) 

Rochefort(ロシュフォール) 

Rodenbach(ローデンバッハ) 

MAREDSOUS(マレッツ) 

VEDETT EXTRA WHITE(ヴェデット·エクストラ ホワイト) 

Orval(オルヴァル) 

GOUDEN CAROLUS CLASSIC(グーデン·カロルス) 

GOUDEN Draak(グーデン·ドラーク) 

Achel(アヘル) 

Leffe(レフ) 

ミスティック(Mystic) 

SAISON REGAL(セゾン·レガル) 

Pauwel Kwak(パウエル·クワック) 

Cantillon(カンティヨン) 

Belle-Vue(ベルビュー) 

BRUGSE(ブルッグス ) 

Saison Dupont(セゾン デュポン) 

Westvleteren(ウェストフレテレン) 

BOON(ブーン) 

Lindemans(リンデマンス) 

GRIMBERGEN(グリムベルゲン) 

Duchesse de Bourgougne(ドゥシャス·ド·ブルゴーニュ) 

Liefmans(リーフマン) 

Delirium(デリリウム) 

RED BOCQ(レッドボック) 

APPLE BOCQ(アップルボック) 

ESTAMINET(エスタミネ) 

DE KONINCK(デ·コーニンク) 

PATRASCHE(パトラッシュ) 

BOELENS(ボーレンス) 

St.Feuillien(サン フーヤン) 

Chapeau(シャポー) 

TIMMERMANS(ティママン) 

Floris(フローリス) 

Malheur(マルール) 

Floreffe(フローレフ) 

Newton(ニュートン) 

Blanche(ブロンシュ) 

Rader(ラデル) 

Barbar(バルバール) 

EUROHOP(ユーロホップ) 

Sloeber(スローバ) 

Guillotine(ギロチン) 

BERG(ベルグ) 

Van den Bossche(ヴァン·デン·ボッシュ) 

De Halve Maan(ドゥ·ハルヴ·マーン) 

SLAGHMUYLDER(スラッグムルダー) 

Pink Killer(ピンク·キラー) 

ST. Sebastiaan(セントセバスチャン) 

Palm(パーム) 

STEENBRUGGE(ステーンブルージュ) 

Bieken(ビーケン) 

Stella-Artois(ステラ·アルトワ) 

PRIMUS(プリムス) 

MONGOZO(モンゴゾ) 

GAULOISE(GAULOISE) 

ST.Louis(セントルイス) 

Kasteelbier(Kasteel) 

BOURGOGNE DES FLANDRES(ブルゴーニュ·デ·フランドル) 

satan(サタン) 

Pater Lieven Wit(パーテル·リーヴェン·ヴィット) 

CONTRERAS(コントレラス) 

MONK'S STOUT(モンクズ スタウト) 

DE RYCK(デ·ライク) 

Charles Quint(チャールズ·クイント) 

Tongerlo(トンゲルロー) 

Barve D'or(バルブ·ドール) 

LA CHOUFFE.(ラ·シェフ) 

オランダ 

Heineken(ハイネケン) 

Grolsch(グロールシュ) 

Oranjeboom(オランジブーン) 

Croy(クロイ) 

Bavaria(ババリア) 

La Trappe(ラ·トラッペ) 

 

 

オーストラリア  

オーストリア 

デンマーク 

スペイン 

イタリア 

ギリシャ 

メキシコ 

アメリカ 

フランス 

チェコ 

カ ナ ダ 

ロシ ア 

国 名  

Cruzcampo(クルスカンポ) 

Voll-Damm(ヴォル·ダム) 

Abbey(アビィ) 

Castello(カステッロ) 

Carlsberg(カールスバーグ) 

Zipfer(ジップファー) 

Zillertal Weissbier(ツィラタール) 

Gosser(ゲッサー) 

Corona(コロナ) 

TECATE(テカテ) 

So l(ソル) 

Coors(クアーズ) 

ANCHOR(アンカー) 

ZIMA(ジーマ) 

TSUNAMI(ツナミ) 

SAMUEL ADAMS(サミエルアダムス) 

SIERRA NEVADA(シェラネヴァダ) 

Goose Island(グースアイランド) 

O'douls(オ·ドウルス) 

AUGSBURGER(アウクスブルガー) 

Yuengling(イエングリング) 

Abita Beer(アビータ·ビール ) 

Schlitz(シュリッツ) 

Victoria Bitter(ヴィクトリア·ビター) 

Tooheys(トゥーイーズ ) 

James Boag's(ジェームス ボーグス) 

XXXX(フォーエックス) 

Carlton Crown Lager(カールトンクラウンラガー) 

Mahou(マオウ ) 

Estrella Damm(エストレージャ·ダム) 

METEOR(メテオール) 

Brasseries Kronenbourg(クローネンブルグ) 

HINANO(ヒナノ) 

Birra moretti(モレッティ) 

Birra Morena(ビッラモレーナ) 

MESSINA(メッシーナ) 

La Petrognola(ラ ·ペトロニョーラ) 

PERONI(ペローニ) 

Dreher(ドレハー) 

Baltika(バルティカ) 

Edelweiss(エーデルワイス) 

Pilsner Urquell(ピルスナー·ウルケル) 

BUDVAR(バドバー) 

Mythos(ミソス) 

Bohemia(ボヘミア) 

DOS EQUIS(ドスエキス) 

NEGRA MODELO(ネグラモデロ) 

Modelo especial(モデロエスペシャル) 

Pacific(パシフィック) 

Budweiser(バドワイザー) 

Kona(コナ) 

MAUI(マウイ) 

BROOKLYN(ブルックリン) 

PRIMO(プリモ) 

Miller(ミラー) 

MolsonXXX(モルソンXXX) 

Lord Chesterfield Ale(ロードチェスターフィールド エール) 

Lancaster Amish(ランカスター·アーミッシュ) 

Milwaukee's best(ミルウォーキーベスト) 

Huber(フーバー) 

HENRY WEINHARD'S(ヘンリーワインハード) 

ROLLING ROCK(ローリングロック) 

MANHATTAN GOLD(マンハッタンゴールド) 

BLACK HAWK STOUT(ブラックホークスタウト) 

Leinenkugel's(ライネンクーゲル) 

MEHANA(メハナ) 

Pete's Wicked(ピッツ ウィックド) 

Pabst Blue Ribbon(パブスト·ブルーリボン) 

Racer 5(レーサーファイブ) 

RED HOOK(レッド フック) 

BALLAST POINT(バラストポイント) 

Foster's Lager(フォスターズ) 

Morgans(モーガンズ) 

Brewry(ブローリー) 

brand(ブランド) 

https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10043W/MA10043W.xls
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2.ワイン  

ワインは商品名·ブランド名だけでなく産地·品種·セット本数·ギフト用商材等の様々な切り口で検索されます。 

商品の露出機会を増やすためには、商品名や商品情報を正しく登録することが重要です。この項目に記載していないその他の

遵守事項については、P3 から P13 に基づいて登録してください。 

(1)商品名の登録(P3) 

 商品名には、産地·ブランド·品種·ヴィンテージ、味わい、ワイナリー、生産者、格付け情報の他、容量·セット本数を

登録してください。 

 商品名の入力可能文字数は 50 文字です。商品に合わせて、必須、任意項目の中から必要な項目を選択し、 

相応しい商品名を入力してください。文字数の上限を超える項目については、ヴィンテージや味わい等は専用の入

力項目へ、項目が無い情報は商品仕様·商品の説明の項目に入力してください。 

 なお、セット本数·容量については、商品説明に登録されている情報により、リファインメント(P20)に表示されますので

必ず登録しましょう。 

例)トスカーナ グイダルベルト 2009 サッシカイア(テヌータ·サン·グイード) 750ml 

2011 年ビンテージ ボルドー 金賞受賞ワインセット 750ml×6 本 

CH.D`ARMAILHAC シャトー·ダルマイヤック フランス ボルドー 750ml 

※商品名に登録できない情報(NG ワード)は P3~の商品名登録時の NG ワードを参照願います。 

(2)ブラウズノードの登録(P4) 

 ブラウズノードはワインカテゴリのページへの掲載にあたり、必ず登録が必要です。  

 ロゼワイン、白ワイン、赤ワインのいずれかを登録してください。  

 シャンパン・スパークリングワインは、原産地のいずれかを選択して登録してください。 

【ワインのブラウズノード一覧】 

ノード ID ブラウズノード 

71682051 食品&飲料/お酒/ワイン/ロゼワイン 

71668051 食品&飲料/お酒/ワイン/白ワイン 

71650051 食品&飲料/お酒/ワイン/赤ワイン 

615759505

1 
食品&飲料/お酒/ワイン/シャンパン・スパークリングワイン/シャンパン 

615759605

1 
食品&飲料/お酒/ワイン/シャンパン・スパークリングワイン/カヴァ 

615759705

1 
食品&飲料/お酒/ワイン/シャンパン・スパークリングワイン/クレマン 

617516505

1 
食品&飲料/お酒/ワイン/シャンパン・スパークリングワイン/フランチャコルタ 

615759805

1 
食品&飲料/お酒/ワイン/シャンパン・スパークリングワイン/プロセッコ 

615759905

1 
食品&飲料/お酒/ワイン/シャンパン・スパークリングワイン/スパークリングワイン 
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(3)リファインメントの登録 

リファインメントとは、Amazon サイト内の左側に表示され、購入者が商品を絞り込む際に使用する商品詳細情報のことです

。 

【リファインメント(黄色の枠の部分)】 

 

【リファインメントに表示される主な商品情報一覧】 

項目名 推奨値 入力箇所(セラーセントラル) 入力箇所(在庫ファイル) 

(1)原産国 あり 原産国 原産国 

(2)原産地 あり 産地 産地 

(3)原産県 あり 県名 県名 

(4)ブランド名  ブランド名 ブランド名 

(5)品種 あり 商品名、原材料·成分のいずれか 商品名、原材料·成分のいずれか 

(6)ヴィンテージ  なし ヴィンテージ(生産年) 

(7)ワインのボディ あり ワインのボディー ボディの説明 

(8)味わい あり 味わい 味わいの説明 

(9)セット本数  商品名 商品名 

(10)容量  商品名 商品名 

(11)容器の種類 あり なし 容器のタイプ  

 原産国·産地·県名 

例:原産国/フランス 産地/ボルドー 県名/シャブリ推奨値:

あり ※推奨値は P24 に記載 

入力方法:在庫管理画面 



20 

 

在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料:お酒>詳細>原産国/産地/県名 

 

入力方法:在庫ファイル(原産国·産地·県名) 

製造国 産地 県名 

c o u n t r y - p r o d u r c e e g d i - o i n n - o f - o p r i e g f i e n c t 

フ ラ ン ス ボ ル ド ー シ ャ ブ リ  

 ブランド名 

 ブランド名が不明の場合は、ワイナリー名を入力してください。 

 ブランド名欄にはセラー名は入力しないでください。 

例: JERMANN(イエルマン)※英語表記(カタカナ)でブランド名を登録してください。 

入力方法:在庫管理画面 

在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料:お酒>重要情報>ブランド名 

 

入力方法:在庫ファイル(ブランド名) 
ブランド名 

brand 
JERMANN(イエルマン)  

 品種(ぶどうの種類) 

例:カベルネソーヴィニヨン 

推奨値:あり ※推奨値は P24 に記載 

入力方法:在庫管理画面 ※商品名·原材料のいずれかに入力すること 

在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料:お酒>重要情報>商品名 

在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料:お酒>詳細>原材料·成分 

 

入力方法:在庫ファイル(商品名·原材料·成分のいずれか) 

商 品 名 原材料·成分 

Title ingredients 

シャトー·ド·ヴィルクール カベルネソーヴィニヨン 2009 カベルネソーヴィニヨン  

 ヴィンテージ(生産年) 

推奨値:なし(任意の文字列)※数字のみを入力し、“年”の入力はしないようにご注意ください。 入力方法:在庫ファイル(ヴィンテ

ージ) ※在庫ファイルを使用した場合のみ登録可能 
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ヴィンテージ(生産年) 

vintage 

1998 

 ワインのボディー 

推奨値:あり ※ライトボディ·ミディアムライト·ミディアムボディ·ミディアムフルボディ·フルボディから選択入力方法:在庫管理画面 

在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料:お酒>詳細>ワインのボディー 

入力方法:在庫ファイル(ボディの説明) 

ボディの説明 

body-description 
ライトボディ 

 味わい 

推奨値:あり ※甘口·中辛口·辛口·超辛口から選択 

入力方法:在庫管理画面 

在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料:お酒>詳細>味わい 

入力方法:在庫ファイル(味わいの説明) 

味わいの説明 

t a s t e - d e s c r i 
甘 口  

 セット本数 

例: 2005 年産 ボルドー 赤ワインセット 750ml×3 本 

推奨値:なし 商品名に入れた本数によって、以下のセット本数項目に表示されます。 

 

入力方法:在庫管理画面 商品名に容量×本数を登録してください。 

在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料:お酒>重要情報>商品名 

入力方法:在庫ファイル (商品名) 

商品名  

t i t le 
2005 年産 ボルドー 赤ワインセット 750ml×3 本 

 

 容量(ボトルのサイズ) 
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例: 1978 年産ワイン マグナムボトル シャトー トロロン·モンド Troplong Mondot 

推奨値:あり ※375ml·750ml·1500ml·ハーフボトル·フルボトル·マグナムボトルから選択 

 容量は、商品名に記載されている内容により、自動で絞り込み項目に表示されます。 

 商品名に 750ml というフルボトル容量の記載があると、フルボトルとして表示されます。 

入力方法:商品名 ※(9)セット本数と同じ 

 容器の種類 

例:パック 

推奨値:あり ※ 瓶、缶、箱入り、ケース販売、パックから 1 つ選択 

入力方法:在庫管理画面 

在庫>商品登録>商品を新規登録>食品&飲料:お酒>詳細>容器の種類 

入力方法:在庫ファイル(容器のタイプ) 

容器のタイプ 

c o n t a i n e r - t 

パ  ッ  ク 

 アルコール度数の記載 

 商品登録時に「詳細」ページにて、アルコール度数の入力をお願いいたします。 
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【ワインの原産国·産地·県名·品種(ぶどうの種類)の推奨値】 

以下に記載のある原産国·産地·県名·品種については、記載されている推奨値通りに入力してください。 

記載がない場合は、任意の文字列を登録してください。 

シート:「ワイン 原産国·品種」 https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10043W/MA10043W.xls 

原産国

フランス 
産地 

ボルドー 

県名 
メドック/オーメドック 
サン·テステフ 
ポイヤック 
サンジュリアン 
マルゴー 

ソーテルヌ·バルサック 
ポムロール 
サン·テミリオン 

ブルゴーニュ ジュヴレ·シャンベルタン 
モレ·サン·ドニ 
シャンボル·ミュジニー 

ヴージョ 
ヴォーヌ·ロマネ 
ニュイ·サンジョルジュ 
アロース·コルトン 
ボーヌ 
ムルソー 

ピュリニー·モンラッシェ 
シャサーニュ·モンラッシェ 
シャブリ 
コート·シャロネーズ 
マコネー 

ボジョレー 

シャンパーニュ  
ロワール  
ローヌ  
プロヴァンス 

 
アルザス  
ラングドック·ルーション 

 
スッド·ウエスト  

イタリア トスカーナ 
 

ピエモンテ  
ヴェネト 

 
ウンブリア 

 
エミリア·ロマーニャ  
カンパーニャ  
サルディーニャ 

 
シチリア  
フリウリ 

 
ロンバルディア  
マルケ  

スペイン リオハ  
ラ·マンチャ  
リベラ·デル·ドゥエロ  
ペネデス 

 
トロ  

アメリカ カリフォルニア ナパ 
オレゴン  
ワシントン  

 

品種(ブドウの種類) 

赤ワイン用 
カベルネフラン 
カベルネソーヴィニヨン 
カルメネール 
ガメ  
マルベック 
メルロー 

ムニエ 
ピノノワール 
サンジョベーゼ 
テンプラニーリョ 
ジンファンデル 
グルナッシュ 
マスカットベーリーA 

ネッビオーロ 
赤ブレンド 

白ワイン用 
シャルドネ 
シュナンブラン 
ゲヴュルツトラミネール 
ミュラー·トゥルガウ 
マスカット 
ピノブラン 
リースリング 
ソーヴィニヨンブラン 
セミヨン 
ヴィオニエ 
甲州  
トレッビアーノ 
ガルガネーガ 
白ブレンド 

https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10043W/MA10043W.xls
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(4)ワインのセット商品について 

ワインのセット商品について、組み合わせの内容によって以下の中から選択して検索キーワード欄に登録してください。なお、 セット

商品の出品にあたっては、セット品規約を遵守していることも併せてご確認ください。 

ワインの組み合わせ 検索キーワード 商品例 

同一種類のセット 同色セット シニアソムリエ厳選 直輸入 赤ワイン 6本セット 

異なる種類のセット ミックスセット イタリアワイン 豪華キャンティ入り 赤 3本白 3本 6本 ワインセット  

3.日本酒·焼酎 

日本酒·焼酎は商品名·ブランド名だけでなく産地·品種·セット本数·ギフト用商材等の様々な切り口で検索されます。 商品の露

出機会を増やすためには、商品名や商品情報を正しく登録することが重要です。この項目に記載していないその他の遵守事項に

ついては、P3 から P13 に基づいて登録してください。 

(1)ブラウズノードの登録(P4) 

 ブラウズノードは焼酎カテゴリのページへの掲載にあたり、必ず登録が必要です。  

 芋焼酎、麦焼酎、米焼酎、黒糖焼酎、そば焼酎、泡盛、乙類・甲乙混和焼酎、甲類焼酎・ホワイトリカーの 

いずれかを登録してください。  

【焼酎のブラウズノード一覧】 

ノード ID ブラウズノード 
618737605

1 
食品&飲料/お酒/焼酎/芋焼酎 

618737705

1 

食品&飲料/お酒/焼酎/麦焼酎 

618737805

1 
食品&飲料/お酒/焼酎/米焼酎 

618737905

1 
食品&飲料/お酒/焼酎/黒糖焼酎 

618738005

1 
食品&飲料/お酒/焼酎/そば焼酎 

618738105

1 
食品&飲料/お酒/焼酎/泡盛 

618738205

1 
食品&飲料/お酒/焼酎/乙類・甲乙混和焼酎 

618738305

1 
食品&飲料/お酒/焼酎/甲類焼酎・ホワイトリカー 

(2)リファインメントの登録 

リファインメントとは、商品検索時に Amazon サイト内の左側に表示され、購入者が商品を絞り込む際に使用する商品詳細情

報のことです。(ワインの項目参照) 
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【リファインメントに表示される主な商品情報一覧】 

項目名 例 入力箇所 

(1)日本酒 純米大吟醸·純米酒·特別純米酒 商品カテゴリ 

(2)日本の産地 北海道·東北·北陸 産地·件名 

(3)セット本数 2, 3, 4 等のセット本数 商品名(×本) 

(4)ブランド いいちこ 赤霧島 ブランド名 

(5)容器の種類 瓶·パック 容器の種類 

(6)商品オプション 飲み比べセット 商品名 

(7)味わい(日本酒のみ) 甘口·中辛口·辛口·超辛口 味わい 

(8)おすすめの飲み方 冷·燗·常温 おすすめの食べ方·飲みかた 

(9)容量 720ml·1000ml 内容量 

(10)特徴(日本酒のみ) 無濾過·発泡·原酒·生詰·発泡 
お酒の製法·ベース·種類、もしく

は商品名に左記キーワードを入力 
 

(3)ブランド名の登録(入力は P4 のブランド名登録の項を参照してください)  

 ブランド名が不明の場合は、蔵元名を入力してください。 

 ブランド名欄にはセラー名は入力しないでください。 

4.みりん 

アルコール含む「本みりん」は酒類事業部、アルコールを含まない「みりん風・みりんタイプ」は食品・印籠事業部で登録し

てください。なお、「本みりん」の登録は、在庫ファイルを使用して、「alcoholicbeverages」を選択してください。 

5.フルーツ 

フルーツのブラウズノードは 1 つだけとなり、品種など細かな分類は商品名やブランド名に含まれる各フルーツの種類の名前や品

種の名前によって自動で振り分けられます。この項目に記載していないその他の遵守事項については、P3 から P13 に基づいて

登録してください。 

(1)商品名の登録(P3)  

 産地·果物の種類·品種·容量(個、g、kg 等)を記載してください。  

例:青森県産 りんご サンふじ 大玉 10 個 10kg 

 〔果物の種類〕りんご ぶどう いちご など 

 〔産地〕秋田県産 山梨県産 など 

 〔品種〕デラウェア とちおとめ など 

 〔容量〕10 個· 1kg · 2 箱 など半角英数字。()を用いても可。 

 〔訳あり〕 訳あり商品は訳ありと商品タイトルに入れ、訳ありの内容を商品説明の項目に入力 

※ 産地が複数あり表記が長くなりすぎる、季節によって産地が変わるなどの場合、産地を商品名には含めず、 

詳細を商品説明文にご記入頂きますようお願いします。 
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※ ”秋田県その他“などの表記を行う場合は、「その他」についてのご説明を必ず商品説明文に含めて頂きますよう、 

お願いします。 

(2)ブラウズノードの登録(P4) 

 ブラウズノードには、フルーツ(70993051)をご登録ください。 

(3)ブランド名について(P4) 

 ブランド名には、フルーツの品種を記載してください。 

 フルーツの主な品種一覧(次ページ)を参照し、表記通りに登録してください。 

 一覧にないブランドは、上記登録ルールに準じて登録をお願いします。 

【フルーツの主な品種一覧】 

以下に記載のある果物の種類·品種については、記載されている推奨値通りに入力してください。記載がない場合は、任意の文

字列を登録してください。 

シート:「フルーツ 品種」 

https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10043W/MA10043W.xls 

6.牛肉 

当サイトにて特定牛肉※を販売する場合は、牛トレーサビリティー法により、特定牛肉、容器、包装又は送り状に、個体識別

番号又は荷口番号を表示しなければなりません。 

※特定牛肉とは:食用に供される牛の肉で、牛個体識別台帳に記録されている牛から得られたもののうち以下に該当しないもの

をいいます。 

除外される牛肉:1) 牛肉の製造·加工·調理品(ハム、ソーセージなど)、2) 挽肉、3) 小間切れ(切り落とし) 

(1)表示すべき事項 

 個体識別番号又はロット(荷口)番号 

 ロット番号表示をする際には問い合わせ先も表示 

※詳しくは、農林水産省の右記のサイトをご参照ください。 http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/ 

  

https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10043W/MA10043W.xls
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/
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7.おせち 

おせち料理は、受注生産品として見なされますが、注文確定後のキャンセルの受付期間(以下「キャンセル受付期間」) 

を設定する必要があります。以下に示す各出品情報欄には、必ずキャンセル受付期間を明記する必要がありますのでご注意くだ

さい。 

キャンセル受付期間を明記する必要がある出品者情報欄: 

1. 商品説明欄、及び 2. 出品者コメント欄(conidtion 説明欄) 

注記例:注文個数の変更、または注文のキャンセルについては、XX 月 XX 日 XX 時 XX 分まで受け付けております。 

※上記の情報が掲載されていない場合、当該商品は受注生産商品とは見なされず、下記の「注文のキャンセル」ポリシー に従う

必要があります。 

注文のキャンセル:http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1-

1?ie=UTF8&nodeId=643010&qid=1412580162&sr=1-1 

「Amazon マーケットプレイスの出品者が発送する商品のご注文については、キャンセルリクエストを送信する前に出荷通知のメー

ルを受領している場合、キャンセルリクエストは不成立となります。キャンセル処理が不成立となっても、出荷通知メ ール送信前にキ

ャンセルリクエストを行ったことが確認できる場合は、出品者の返品ポリシーに関わらず返品可能となります。 こちらで返品手続きを

していただくか、商品到着後 30 日以内にカスタマーサービスまでご連絡ください。」 

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1

