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1 一般規則 

本ガイドラインについて 

・購入者の利便性向上のため、本ガイドラインを遵守して商品をご登録ください。遵守されていない場合、サイト上の表示の制限、商品の削

除、出品の停止をさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。 

・ガイドラインにご不明な点がある場合や、出品したい商品のカタログが既にあり、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ください。 

・本ガイドラインはスポーツ＆アウトドアストアの特有のガイドラインです（ゴルフ用品は除く）。ゴルフ用品については、ゴルフ用品の登録規約を

ご参照ください： 

https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA10006P/MA10006P.pdf 

・セラーセントラルに記載の、全カテゴリー共通のガイドラインも遵守する必要がありますのでご注意ください。ただし、重複する内容に関して

は、本ガイドラインの記載事項を優先します。 

全カテゴリー共通のガイドライン： 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?ie=UTF8&itemID=200329080 

 

スポーツ＆アウトドアストアに出品できる商品は、スポーツ競技・アクティビティに用いるギアのみになります。以下は間違えやすい商品と正しい

出品先ストアの例です。 

・ サプリメント(プロテイン等)：ヘルス＆ビューティーストア 

・ ウェア・ユニフォーム(ジャージ等)：服&ファッション小物ストア 

ただし、野球・ソフトボール、釣り、剣道、柔道、空手、スキー・スノーボードのウェア、ラッシュガード、ウェットスーツ、競泳・フィットネス用水着は

スポーツ＆アウトドアストア 

・ シューズおよびバッグ(スパイク等)：シューズ＆バッグストア 

ただし、スキー・スノーボードのブーツはスポーツ＆アウトドアストア 

 

具体的には、以下のブラウズノードの商品は、スポーツ＆アウトドアストアではなく、シューズ＆バッグ、服＆ファッション小物ストアへの登録する

必要があります。 

ノード ID ブラウズノード 商品登録カテゴリー 

15384871 かばん・ラゲッジ/アウトドアバッグ/アルパインパック シューズ＆バッグ 

331570011 かばん・ラゲッジ/アウトドアバッグ/ハイドレーションバッグ･アクセサリ シューズ＆バッグ 

331563011 かばん・ラゲッジ/アウトドアバッグ/レインカバー シューズ＆バッグ 

15384771 かばん・ラゲッジ/アウトドアバッグ/背負子・ベビーキャリア シューズ＆バッグ 

2032428051 かばん・ラゲッジ/スポーツバッグ シューズ＆バッグ 

331579011 かばん・ラゲッジ/スポーツバッグ/エナメルバッグ シューズ＆バッグ 

331582011 かばん・ラゲッジ/スポーツバッグ/エナメルバッグ/シューズバッグ シューズ＆バッグ 

331581011 かばん・ラゲッジ/スポーツバッグ/エナメルバッグ/トートバッグ シューズ＆バッグ 

15324741 かばん・ラゲッジ/スポーツバッグ/ゴルフ シューズ＆バッグ 

15324721 かばん・ラゲッジ/スポーツバッグ/サッカー・フットサル シューズ＆バッグ 

15385021 かばん・ラゲッジ/スポーツバッグ/サッカー・フットサル/ショルダーバッグ シューズ＆バッグ 

15385041 かばん・ラゲッジ/スポーツバッグ/サッカー・フットサル/デイパック・ザック シューズ＆バッグ 

15324731 かばん・ラゲッジ/スポーツバッグ/テニス・バドミントン・卓球 シューズ＆バッグ 
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2221253051 メンズ/シューズ/アウトドア シューズ＆バッグ 

2221114051 メンズ/シューズ/アウトドア/ウォーターシューズ シューズ＆バッグ 

2221120051 メンズ/シューズ/アウトドア/クライミング シューズ＆バッグ 

2221132051 メンズ/シューズ/アウトドア/スノートレーニング シューズ＆バッグ 

2221140051 メンズ/シューズ/アウトドア/トレイルランニング シューズ＆バッグ 

2221141051 メンズ/シューズ/アウトドア/トレッキング シューズ＆バッグ 

2221127051 メンズ/シューズ/アウトドア/ハイキング シューズ＆バッグ 

2221128051 メンズ/シューズ/アウトドア/ハンティング シューズ＆バッグ 

2221099051 メンズ/シューズ/スポーツ シューズ＆バッグ 

2221143051 メンズ/シューズ/スポーツ/ウォーキング シューズ＆バッグ 

2221126051 メンズ/シューズ/スポーツ/ゴルフ シューズ＆バッグ 

2221133051 メンズ/シューズ/スポーツ/サッカー シューズ＆バッグ 

2221131051 メンズ/シューズ/スポーツ/スケートボード シューズ＆バッグ 

2221136051 メンズ/シューズ/スポーツ/スポーツサンダル シューズ＆バッグ 

2221122051 メンズ/シューズ/スポーツ/ダンス シューズ＆バッグ 

2221139051 メンズ/シューズ/スポーツ/テニス シューズ＆バッグ 

2221117051 メンズ/シューズ/スポーツ/バスケットボール シューズ＆バッグ 

2221115051 メンズ/シューズ/スポーツ/バドミントン シューズ＆バッグ 

2221142051 メンズ/シューズ/スポーツ/バレーボール シューズ＆バッグ 

2221138051 メンズ/シューズ/スポーツ/ハンドボール シューズ＆バッグ 

2221123051 メンズ/シューズ/スポーツ/フィットネス シューズ＆バッグ 

2221125051 メンズ/シューズ/スポーツ/フットサル シューズ＆バッグ 

2221118051 メンズ/シューズ/スポーツ/ボウリング シューズ＆バッグ 

2221119051 メンズ/シューズ/スポーツ/ボクシング シューズ＆バッグ 

2221129051 メンズ/シューズ/スポーツ/ラグビー シューズ＆バッグ 

2221130051 メンズ/シューズ/スポーツ/ランニング シューズ＆バッグ 

2221121051 メンズ/シューズ/スポーツ/自転車 シューズ＆バッグ 

2221137051 メンズ/シューズ/スポーツ/卓球 シューズ＆バッグ 

2221135051 メンズ/シューズ/スポーツ/野球・ソフトボール シューズ＆バッグ 

2221250051 メンズ/シューズ/スポーツ/陸上競技 シューズ＆バッグ 

2221252051 レディース/シューズ/アウトドア シューズ＆バッグ 

2221144051 レディース/シューズ/アウトドア/ウォーターシューズ シューズ＆バッグ 

2221150051 レディース/シューズ/アウトドア/クライミング シューズ＆バッグ 

2221162051 レディース/シューズ/アウトドア/スノートレーニング シューズ＆バッグ 

2221170051 レディース/シューズ/アウトドア/トレイルランニング シューズ＆バッグ 

2221171051 レディース/シューズ/アウトドア/トレッキング シューズ＆バッグ 

2221157051 レディース/シューズ/アウトドア/ハイキング シューズ＆バッグ 

2221158051 レディース/シューズ/アウトドア/ハンティング シューズ＆バッグ 

2221082051 レディース/シューズ/スポーツ シューズ＆バッグ 

2221173051 レディース/シューズ/スポーツ/ウォーキング シューズ＆バッグ 

2221156051 レディース/シューズ/スポーツ/ゴルフ シューズ＆バッグ 

2221163051 レディース/シューズ/スポーツ/サッカー シューズ＆バッグ 

2221161051 レディース/シューズ/スポーツ/スケートボード シューズ＆バッグ 

2221166051 レディース/シューズ/スポーツ/スポーツサンダル シューズ＆バッグ 

2221152051 レディース/シューズ/スポーツ/ダンス シューズ＆バッグ 

2221169051 レディース/シューズ/スポーツ/テニス シューズ＆バッグ 

2221147051 レディース/シューズ/スポーツ/バスケットボール シューズ＆バッグ 

2221145051 レディース/シューズ/スポーツ/バドミントン シューズ＆バッグ 



 
 

Copyright (c) 2018 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 4 of 23 

 

2221172051 レディース/シューズ/スポーツ/バレーボール シューズ＆バッグ 

2221168051 レディース/シューズ/スポーツ/ハンドボール シューズ＆バッグ 

2221153051 レディース/シューズ/スポーツ/フィットネス シューズ＆バッグ 

2221155051 レディース/シューズ/スポーツ/フットサル シューズ＆バッグ 

2221148051 レディース/シューズ/スポーツ/ボウリング シューズ＆バッグ 

2221149051 レディース/シューズ/スポーツ/ボクシング シューズ＆バッグ 

2221159051 レディース/シューズ/スポーツ/ラグビー シューズ＆バッグ 

2221160051 レディース/シューズ/スポーツ/ランニング シューズ＆バッグ 

2221151051 レディース/シューズ/スポーツ/自転車 シューズ＆バッグ 

2221167051 レディース/シューズ/スポーツ/卓球 シューズ＆バッグ 

2221165051 レディース/シューズ/スポーツ/野球・ソフトボール シューズ＆バッグ 

2221249051 レディース/シューズ/スポーツ/陸上競技 シューズ＆バッグ 

2131607051 ガールズ/水着 服＆ファッション小物 

2247104051 スポーツウェア 服＆ファッション小物 

2247105051 スポーツウェア/アウトドア 服＆ファッション小物 

2249072051 スポーツウェア/アウトドア/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249071051 スポーツウェア/アウトドア/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131621051 スポーツウェア/アウトドア/メンズ 服＆ファッション小物 

2131627051 スポーツウェア/アウトドア/メンズ/アンダーウェア 服＆ファッション小物 

2131625051 スポーツウェア/アウトドア/メンズ/インナーシャツ 服＆ファッション小物 

2131622051 スポーツウェア/アウトドア/メンズ/グローブ 服＆ファッション小物 

2131626051 スポーツウェア/アウトドア/メンズ/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131623051 スポーツウェア/アウトドア/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2131628051 スポーツウェア/アウトドア/メンズ/ショート･ハーフパンツ 服＆ファッション小物 

2131624051 スポーツウェア/アウトドア/メンズ/セーター・トレーナー 服＆ファッション小物 

2132974051 スポーツウェア/アウトドア/メンズ/ソックス 服＆ファッション小物 

2131629051 スポーツウェア/アウトドア/メンズ/ロングパンツ 服＆ファッション小物 

2393029051 スポーツウェア/アウトドア/メンズ/帽子 服＆ファッション小物 

2131732051 スポーツウェア/アウトドア/レディース 服＆ファッション小物 

2131738051 スポーツウェア/アウトドア/レディース/アンダーウェア 服＆ファッション小物 

2131736051 スポーツウェア/アウトドア/レディース/インナーシャツ 服＆ファッション小物 

2131733051 スポーツウェア/アウトドア/レディース/グローブ 服＆ファッション小物 

2131737051 スポーツウェア/アウトドア/レディース/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131734051 スポーツウェア/アウトドア/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2131739051 スポーツウェア/アウトドア/レディース/ショート･ハーフパンツ 服＆ファッション小物 

2131741051 スポーツウェア/アウトドア/レディース/スカート 服＆ファッション小物 

2131735051 スポーツウェア/アウトドア/レディース/セーター・トレーナー 服＆ファッション小物 

2132975051 スポーツウェア/アウトドア/レディース/ソックス 服＆ファッション小物 

2131740051 スポーツウェア/アウトドア/レディース/ロングパンツ 服＆ファッション小物 

2393030051 スポーツウェア/アウトドア/レディース/帽子 服＆ファッション小物 

2347115051 スポーツウェア/ウェアアクセサリー 服＆ファッション小物 

2347116051 スポーツウェア/ウェアアクセサリー/アームカバー 服＆ファッション小物 

2347613051 スポーツウェア/ウェアアクセサリー/ニーカバー 服＆ファッション小物 

2188993051 スポーツウェア/ゴルフ 服＆ファッション小物 

2249080051 スポーツウェア/ゴルフ/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249079051 スポーツウェア/ゴルフ/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131643051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ 服＆ファッション小物 

2131645051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 
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2131644051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2131646051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/ソックス 服＆ファッション小物 

2131647051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/パンツ 服＆ファッション小物 

2393034051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/ベスト 服＆ファッション小物 

2131648051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/レインウェア 服＆ファッション小物 

2131649051 スポーツウェア/ゴルフ/メンズ/帽子・バイザー 服＆ファッション小物 

2131756051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース 服＆ファッション小物 

2131758051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131757051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2329871051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/スカート 服＆ファッション小物 

2131759051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/ソックス 服＆ファッション小物 

2393036051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/チュニック・ワンピース 服＆ファッション小物 

2131760051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/パンツ 服＆ファッション小物 

2393035051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/ベスト 服＆ファッション小物 

2131761051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/レインウェア 服＆ファッション小物 

2131762051 スポーツウェア/ゴルフ/レディース/帽子・バイザー 服＆ファッション小物 

2247198051 スポーツウェア/コンプレッションウェア 服＆ファッション小物 

2249078051 スポーツウェア/コンプレッションウェア/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249077051 スポーツウェア/コンプレッションウェア/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131640051 スポーツウェア/コンプレッションウェア/メンズ 服＆ファッション小物 

2131641051 スポーツウェア/コンプレッションウェア/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2393095051 スポーツウェア/コンプレッションウェア/メンズ/ショート・ハーフパンツ 服＆ファッション小物 

2131642051 スポーツウェア/コンプレッションウェア/メンズ/ロングパンツ 服＆ファッション小物 

2131752051 スポーツウェア/コンプレッションウェア/レディース 服＆ファッション小物 

2131753051 スポーツウェア/コンプレッションウェア/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2393112051 スポーツウェア/コンプレッションウェア/レディース/ショート・ハーフパンツ 服＆ファッション小物 

2131755051 スポーツウェア/コンプレッションウェア/レディース/スカート 服＆ファッション小物 

2131754051 スポーツウェア/コンプレッションウェア/レディース/ロングパンツ 服＆ファッション小物 

2189302051 スポーツウェア/サッカー・フットサル 服＆ファッション小物 

2249082051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249081051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131650051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/メンズ 服＆ファッション小物 

2131651051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/メンズ/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131652051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2131654051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/メンズ/ソックス 服＆ファッション小物 

2131653051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/メンズ/パンツ 服＆ファッション小物 

2131655051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/メンズ/レプリカユニフォーム 服＆ファッション小物 

2131763051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/レディース 服＆ファッション小物 

2131764051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/レディース/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131765051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2131767051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/レディース/ソックス 服＆ファッション小物 

2131766051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/レディース/パンツ 服＆ファッション小物 

2131768051 スポーツウェア/サッカー・フットサル/レディース/レプリカユニフォーム 服＆ファッション小物 

2247196051 スポーツウェア/ジャージ 服＆ファッション小物 

2249076051 スポーツウェア/ジャージ/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249075051 スポーツウェア/ジャージ/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131635051 スポーツウェア/ジャージ/メンズ 服＆ファッション小物 

2131637051 スポーツウェア/ジャージ/メンズ/ジャージ・トップ 服＆ファッション小物 
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2131638051 スポーツウェア/ジャージ/メンズ/ジャージ・ボトム 服＆ファッション小物 

2131636051 スポーツウェア/ジャージ/メンズ/セットジャージ 服＆ファッション小物 

2131747051 スポーツウェア/ジャージ/レディース 服＆ファッション小物 

2131749051 スポーツウェア/ジャージ/レディース/ジャージ・トップ 服＆ファッション小物 

2131750051 スポーツウェア/ジャージ/レディース/ジャージ・ボトム 服＆ファッション小物 

2131748051 スポーツウェア/ジャージ/レディース/セットジャージ 服＆ファッション小物 

2189298051 スポーツウェア/テニス 服＆ファッション小物 

2249084051 スポーツウェア/テニス/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249083051 スポーツウェア/テニス/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131656051 スポーツウェア/テニス/メンズ 服＆ファッション小物 

2131658051 スポーツウェア/テニス/メンズ/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131657051 スポーツウェア/テニス/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2131660051 スポーツウェア/テニス/メンズ/ソックス 服＆ファッション小物 

2131659051 スポーツウェア/テニス/メンズ/パンツ 服＆ファッション小物 

2131661051 スポーツウェア/テニス/メンズ/帽子・バイザー 服＆ファッション小物 

2131769051 スポーツウェア/テニス/レディース 服＆ファッション小物 

2131771051 スポーツウェア/テニス/レディース/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131770051 スポーツウェア/テニス/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2131773051 スポーツウェア/テニス/レディース/スカート・スコート 服＆ファッション小物 

2131774051 スポーツウェア/テニス/レディース/ソックス 服＆ファッション小物 

2131772051 スポーツウェア/テニス/レディース/パンツ 服＆ファッション小物 

2131775051 スポーツウェア/テニス/レディース/帽子・バイザー 服＆ファッション小物 

2189306051 スポーツウェア/バスケットボール 服＆ファッション小物 

2249086051 スポーツウェア/バスケットボール/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249085051 スポーツウェア/バスケットボール/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131662051 スポーツウェア/バスケットボール/メンズ 服＆ファッション小物 

2131665051 スポーツウェア/バスケットボール/メンズ/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131663051 スポーツウェア/バスケットボール/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2131666051 スポーツウェア/バスケットボール/メンズ/ソックス 服＆ファッション小物 

2131664051 スポーツウェア/バスケットボール/メンズ/パンツ 服＆ファッション小物 

2131776051 スポーツウェア/バスケットボール/レディース 服＆ファッション小物 

2131779051 スポーツウェア/バスケットボール/レディース/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131777051 スポーツウェア/バスケットボール/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2131780051 スポーツウェア/バスケットボール/レディース/ソックス 服＆ファッション小物 

2131778051 スポーツウェア/バスケットボール/レディース/パンツ 服＆ファッション小物 

2189300051 スポーツウェア/バドミントン 服＆ファッション小物 

2249088051 スポーツウェア/バドミントン/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249087051 スポーツウェア/バドミントン/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131667051 スポーツウェア/バドミントン/メンズ 服＆ファッション小物 

2131668051 スポーツウェア/バドミントン/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2131669051 スポーツウェア/バドミントン/メンズ/パンツ 服＆ファッション小物 

2131781051 スポーツウェア/バドミントン/レディース 服＆ファッション小物 

2131782051 スポーツウェア/バドミントン/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2131783051 スポーツウェア/バドミントン/レディース/パンツ 服＆ファッション小物 

2189309051 スポーツウェア/バレーボール 服＆ファッション小物 

2249090051 スポーツウェア/バレーボール/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249089051 スポーツウェア/バレーボール/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131670051 スポーツウェア/バレーボール/メンズ 服＆ファッション小物 
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2131673051 スポーツウェア/バレーボール/メンズ/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131671051 スポーツウェア/バレーボール/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2131674051 スポーツウェア/バレーボール/メンズ/ソックス 服＆ファッション小物 

2131672051 スポーツウェア/バレーボール/メンズ/パンツ 服＆ファッション小物 

2131784051 スポーツウェア/バレーボール/レディース 服＆ファッション小物 

2131787051 スポーツウェア/バレーボール/レディース/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131785051 スポーツウェア/バレーボール/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2131788051 スポーツウェア/バレーボール/レディース/ソックス 服＆ファッション小物 

2131786051 スポーツウェア/バレーボール/レディース/パンツ 服＆ファッション小物 

2189310051 スポーツウェア/ハンドボール 服＆ファッション小物 

2249092051 スポーツウェア/ハンドボール/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249091051 スポーツウェア/ハンドボール/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131675051 スポーツウェア/ハンドボール/メンズ 服＆ファッション小物 

2131678051 スポーツウェア/ハンドボール/メンズ/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131676051 スポーツウェア/ハンドボール/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2131679051 スポーツウェア/ハンドボール/メンズ/ソックス 服＆ファッション小物 

2131677051 スポーツウェア/ハンドボール/メンズ/パンツ 服＆ファッション小物 

2131789051 スポーツウェア/ハンドボール/レディース 服＆ファッション小物 

2131792051 スポーツウェア/ハンドボール/レディース/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131790051 スポーツウェア/ハンドボール/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2131793051 スポーツウェア/ハンドボール/レディース/ソックス 服＆ファッション小物 

2131791051 スポーツウェア/ハンドボール/レディース/パンツ 服＆ファッション小物 

2189297051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング 服＆ファッション小物 

2249094051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249093051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131689051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/メンズ 服＆ファッション小物 

2131692051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/メンズ/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131690051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2393038051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/メンズ/ショート･ハーフパンツ 服＆ファッション小物 

2393037051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/メンズ/スウェット・パーカー 服＆ファッション小物 

2393039051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/メンズ/ソックス 服＆ファッション小物 

2131691051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/メンズ/ロングパンツ 服＆ファッション小物 

2131803051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/レディース 服＆ファッション小物 

2131806051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/レディース/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131804051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2393041051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/レディース/ショート･ハーフパンツ 服＆ファッション小物 

2393040051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/レディース/スウェット・パーカー 服＆ファッション小物 

2131808051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/レディース/スカート 服＆ファッション小物 

2393043051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/レディース/ソックス 服＆ファッション小物 

2393042051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/レディース/チュニック・ワンピース 服＆ファッション小物 

2131805051 スポーツウェア/フィットネス・トレーニング/レディース/ロングパンツ 服＆ファッション小物 

2247197051 スポーツウェア/フリース 服＆ファッション小物 

2249074051 スポーツウェア/フリース/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249073051 スポーツウェア/フリース/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131630051 スポーツウェア/フリース/メンズ 服＆ファッション小物 

2131631051 スポーツウェア/フリース/メンズ/ジャケット 服＆ファッション小物 

2131634051 スポーツウェア/フリース/メンズ/トップス 服＆ファッション小物 

2131633051 スポーツウェア/フリース/メンズ/パンツ 服＆ファッション小物 
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2131632051 スポーツウェア/フリース/メンズ/ベスト 服＆ファッション小物 

2131742051 スポーツウェア/フリース/レディース 服＆ファッション小物 

2131743051 スポーツウェア/フリース/レディース/ジャケット 服＆ファッション小物 

2131746051 スポーツウェア/フリース/レディース/トップス 服＆ファッション小物 

2131745051 スポーツウェア/フリース/レディース/パンツ 服＆ファッション小物 

2131744051 スポーツウェア/フリース/レディース/ベスト 服＆ファッション小物 

2393044051 スポーツウェア/ヨガ 服＆ファッション小物 

2393045051 スポーツウェア/ヨガ/シャツ 服＆ファッション小物 

2393047051 スポーツウェア/ヨガ/ソックス 服＆ファッション小物 

2393046051 スポーツウェア/ヨガ/パンツ 服＆ファッション小物 

2189311051 スポーツウェア/ラグビー 服＆ファッション小物 

2249098051 スポーツウェア/ラグビー/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249097051 スポーツウェア/ラグビー/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131700051 スポーツウェア/ラグビー/メンズ 服＆ファッション小物 

2131703051 スポーツウェア/ラグビー/メンズ/ジャケット 服＆ファッション小物 

2131701051 スポーツウェア/ラグビー/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2131704051 スポーツウェア/ラグビー/メンズ/ソックス・タイツ・スパッツ 服＆ファッション小物 

2131702051 スポーツウェア/ラグビー/メンズ/パンツ 服＆ファッション小物 

2131816051 スポーツウェア/ラグビー/レディース 服＆ファッション小物 

2131819051 スポーツウェア/ラグビー/レディース/ジャケット 服＆ファッション小物 

2131817051 スポーツウェア/ラグビー/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2131820051 スポーツウェア/ラグビー/レディース/ソックス・タイツ・スパッツ 服＆ファッション小物 

2131818051 スポーツウェア/ラグビー/レディース/パンツ 服＆ファッション小物 

2201252051 スポーツウェア/ランニング 服＆ファッション小物 

2249096051 スポーツウェア/ランニング/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249095051 スポーツウェア/ランニング/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131694051 スポーツウェア/ランニング/メンズ 服＆ファッション小物 

2131696051 スポーツウェア/ランニング/メンズ/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131695051 スポーツウェア/ランニング/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2131698051 スポーツウェア/ランニング/メンズ/ショート・ハーフパンツ 服＆ファッション小物 

2132973051 スポーツウェア/ランニング/メンズ/ソックス 服＆ファッション小物 

2131697051 スポーツウェア/ランニング/メンズ/タイツ・レギンス 服＆ファッション小物 

2131699051 スポーツウェア/ランニング/メンズ/ロングパンツ 服＆ファッション小物 

2131809051 スポーツウェア/ランニング/レディース 服＆ファッション小物 

2131811051 スポーツウェア/ランニング/レディース/コート・ジャケット 服＆ファッション小物 

2131810051 スポーツウェア/ランニング/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2131813051 スポーツウェア/ランニング/レディース/ショート・ハーフパンツ 服＆ファッション小物 

2131815051 スポーツウェア/ランニング/レディース/スカート 服＆ファッション小物 

2132972051 スポーツウェア/ランニング/レディース/ソックス 服＆ファッション小物 

2131812051 スポーツウェア/ランニング/レディース/タイツ・レギンス 服＆ファッション小物 

2393033051 スポーツウェア/ランニング/レディース/チュニック・ワンピース 服＆ファッション小物 

2131814051 スポーツウェア/ランニング/レディース/ロングパンツ 服＆ファッション小物 

2189296051 スポーツウェア/自転車 服＆ファッション小物 

2249100051 スポーツウェア/自転車/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249099051 スポーツウェア/自転車/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131705051 スポーツウェア/自転車/メンズ 服＆ファッション小物 

2131714051 スポーツウェア/自転車/メンズ/インナーウェア・ウォーマー 服＆ファッション小物 

2131713051 スポーツウェア/自転車/メンズ/グローブ 服＆ファッション小物 



 
 

Copyright (c) 2018 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 9 of 23 

 

2131707051 スポーツウェア/自転車/メンズ/サイクルジャージ 服＆ファッション小物 

2131708051 スポーツウェア/自転車/メンズ/ジャケット 服＆ファッション小物 

2131706051 スポーツウェア/自転車/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2131709051 スポーツウェア/自転車/メンズ/ソックス 服＆ファッション小物 

2131710051 スポーツウェア/自転車/メンズ/タイツ 服＆ファッション小物 

2131711051 スポーツウェア/自転車/メンズ/パンツ 服＆ファッション小物 

2131712051 スポーツウェア/自転車/メンズ/帽子 服＆ファッション小物 

2131821051 スポーツウェア/自転車/レディース 服＆ファッション小物 

2131830051 スポーツウェア/自転車/レディース/インナーウェア・ウォーマー 服＆ファッション小物 

2131829051 スポーツウェア/自転車/レディース/グローブ 服＆ファッション小物 

2131823051 スポーツウェア/自転車/レディース/サイクルジャージ 服＆ファッション小物 

2131824051 スポーツウェア/自転車/レディース/ジャケット 服＆ファッション小物 

2131822051 スポーツウェア/自転車/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2131831051 スポーツウェア/自転車/レディース/スカート 服＆ファッション小物 

2131825051 スポーツウェア/自転車/レディース/ソックス 服＆ファッション小物 

2131826051 スポーツウェア/自転車/レディース/タイツ 服＆ファッション小物 

2131827051 スポーツウェア/自転車/レディース/パンツ 服＆ファッション小物 

2131828051 スポーツウェア/自転車/レディース/帽子 服＆ファッション小物 

2189301051 スポーツウェア/卓球 服＆ファッション小物 

2249102051 スポーツウェア/卓球/ガールズ 服＆ファッション小物 

2249101051 スポーツウェア/卓球/ボーイズ 服＆ファッション小物 

2131715051 スポーツウェア/卓球/メンズ 服＆ファッション小物 

2131716051 スポーツウェア/卓球/メンズ/シャツ 服＆ファッション小物 

2131718051 スポーツウェア/卓球/メンズ/ソックス 服＆ファッション小物 

2131717051 スポーツウェア/卓球/メンズ/パンツ 服＆ファッション小物 

2131832051 スポーツウェア/卓球/レディース 服＆ファッション小物 

2131833051 スポーツウェア/卓球/レディース/シャツ 服＆ファッション小物 

2131835051 スポーツウェア/卓球/レディース/ソックス 服＆ファッション小物 

2131834051 スポーツウェア/卓球/レディース/パンツ 服＆ファッション小物 

2131587051 ボーイズ/水着 服＆ファッション小物 

2131463051 メンズ/水着・オーバーウェア 服＆ファッション小物 

2131465051 メンズ/水着・オーバーウェア/オーバーウェア 服＆ファッション小物 

2131464051 メンズ/水着・オーバーウェア/水着 服＆ファッション小物 

2131535051 レディース/水着・オーバーウェア 服＆ファッション小物 

2131539051 レディース/水着・オーバーウェア/オーバーウェア 服＆ファッション小物 

2131536051 レディース/水着・オーバーウェア/タンキニ 服＆ファッション小物 

2131537051 レディース/水着・オーバーウェア/ビキニ・セパレーツ 服＆ファッション小物 

2131538051 レディース/水着・オーバーウェア/ワンピース 服＆ファッション小物 
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商品タイプについて 

商品タイプ(feed_product_type)は SportingGoods を選択してください。 

 

並行輸入品の出品について 

並行輸入品については、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。

適用のある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。 

1.1 製品コードがない場合は 

製品コード免除の申請またはブランド登録のを申請をし行い、型番の欄に正確なメーカー型番を入力してください。メーカー型番を入力しな

いと、新しい商品として出品できません。また提供されたメーカー型番に誤りがあると、新しい商品として出品できないことがあります。詳しくは

こちらをご覧ください。(リンクへのアクセスにはセラーセントラルへログインが必要です。) 

 

下記をメーカー型番として登録することはできません。 

• 一文字だけの記号や数字（例：-、*、_、－、0、1、2、3、4） 

• 不適切な英文字（例：na、none、test、na1、SKU、N/A、a、b、c、CN） 

• 不適切な文言（例：不明、管理番号、暂无、なし、ノーブランド品、ノーブランド、ノーメーカー） 
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2 ブランド名 

ブランド名表記ルール 

・購入者の利便性向上と Amazon サイト上での表記統一のため、ブランド名を入力する際は下記のルールに沿って入力してくださ

い。 

 ブランド名表記ルール 

 日本語＋半角かっこ+英語名（頭文字：大文字）＋半角かっことじ 

 例：アマゾン(Amazon) 

※ロゴ商標もしくは文字商標されているブランド名の外国語表記がすべて大文字・小文字の場合は、そのままの表記と

する。（例：LEGO、LIXIL、adidas） 

 

 ブランド登録時の注意点 

 １メーカー＝1 ブランド登録：Amazon では、１メーカーにつき、１ブランドでの表記登録としています。そのため、商品ライ

ンナップごとにシリーズ名が異なる場合も、1 つのブランド名に統一してください。 

 例：パナソニックの場合：【ビエラ、ルミックス、ディーガ】と分けずに、すべて【パナソニック(Panasonic)】で登録してく

ださい。 

 企業名・店舗名による他社製品の登録禁止：他社製品を自社の企業名や店舗名で登録しないでください。 

 例：adidas、NIKE の商品を ABC スポーツショップ等のブランド名で登録しない 

 商品名・シリーズ名・キャラクター名での登録禁止： 

 例： 誤：【iPhone】 →正：【アップル(Apple)】 

     誤：【ブラビア】 →正：【ソニー(SONY)】  

     誤：【ドラゴンボールヒーローズ】 →正：【バンダイ(Bandai)】  

 

ブランド名が正しく登録がされていない場合は、【異なるブランド名】や【不明】としてサイトに表示されることがあります。 

正しいブランド名で登録したにも関わらず、異なるブランド名で商品が表示されている場合は、テクニカルサポートまで連絡してくだ

さい。 

 

注：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、プライベートブランド品として出品できません。また、スポーツ＆アウトドアストアでは、ノーブランド品の出

品はできません。 



 
 

Copyright (c) 2018 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 12 of 23 

 

3 商品名 

メーカー名を先頭にして、以下形式で情報を半角スペースでつなぐように入力してください。 

 

[メーカー/ブランド] [サブブランド、シリーズ名] [商品タイプ] [商品名] [対象] [利き手] [海外仕様] [年式] [数量] [型番]  

[カラー] [サイズ] [その他の情報] 

 

項目名 内容説明 フォーマット 例 

バリエー 

ション  必須 

メーカー/ 

ブランド 

ダンロップ、ブリヂストンなどのメーカー

/ブランド名を指定してください 

英語メーカー名(日本語メーカー名) 

英語または日本語のみの場合は、片方で可 
DUNLOP(ダンロップ)   必須 

サブブランド/ 

シリーズ名 

ゼクシオなどのサブブランド/シリーズ

名を指定してください 

英語ブランド名(日本語ブランド名) 

英語または日本語のみの場合は、片方で可 

XXIO 8(ゼクシオ エイト)、ビビ・

DX、スレンダートーン、 
    

商品タイプ 
「ゴルフボール」など商品の一般の名

称 
なし 

ゴルフボール、ヨガマット、クロスバ

イク、ワンタッチテント、ラケット 
  必須 

商品名 商品タイプ以外の商品の名称 なし 

トマホークティーロング、イーグルツ

ーリングドーム II 、エクササイズウィ

ル 

    

対象 
メンズの場合は省略可。レディース、

ジュニアの場合は必須。 

レディース、ジュニア、のいずれか。 

ジュニアの場合は、身長、対象年齢など補足の

説明をスペックに記載 

レディース、ジュニア     

利き手 
グローブは必須。それ以外は、左利

きの場合のみ必須。 

右利き用、左利き用、両手用 

グローブは利き手と着用が逆で紛らわしいので、

スペックに左手着用、右手着用と記載 

右利き用、左利き用、両手用     

海外仕様 
日本以外の場合 

日本モデルの場合は省略 
XX 仕様 US 仕様     

年式 
商品名、型番で判断できる場合は

省略。必要な場合は記載 
20XX 年モデル 2014 年モデル     

数量 
複数個が含まれる商品について記

載 

X 個入り、X ダース 

X 個セット、X 枚セット 

6 個入り、1 ダース 

5 個セット、5 枚セット 
    

型番 商品のメーカー型番   
AM-130-BK、BL201441、

GWP-BW 
    

その他の情報 
付属のアクセサリー、人数、使用温

度、など 
  メッシュバック入り     

カラー 
複数ある場合は、バリエーションに設

定 

色にメーカーの型番がある場合は、色(型番)と

記載 

2 種類の色の場合は、色 1/色 2 と記載 

赤 

黄 

ホワイト(PZWX) 

ブラック/レッド 

Y   

サイズ 
複数ある場合は、バリエーションに設

定 

xxcm、xx インチ 

S, M, L など 

数字は半角 

20cm 

34 インチ 

L(24-26cm) 

Y   

その他の情報 付属のアクセサリーなど   メッシュバック入り     
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・記載例： 

商品カテゴリー 例 

アウトドア 

North Eagle(ノースイーグル) テント イーグルツーリングドーム II 1 人用 NE165 

CAPTAIN STAG(キャプテンスタッグ) 寝袋 フォルノ封筒型シュラフ 800  最低使用温度 12 度 M-3473 ダークネイビー 

Coleman(コールマン) テーブル ナチュラルモザイクミニテーブル 2000017001 

自転車 

Panasonic（パナソニック）ビビ・TX 電動アシスト自転車 26 インチ BE-ENTX632 専用充電器付 

CAT EYE(キャットアイ) サイクルコンピュータ ストラーダ スリム CC-RD310W ブラック 

Panaracer(パナレーサー) クローザープラス W/O 700X23 F723-CLSP-B オールブラック  

フィットネス・トレーニング 

adidas(アディダス) フィットネスマット ADMT-12236 

EGS(イージーエス) バランスボール アンチバースト仕様 ポンプ付き EG-3062 65cm  

IROTEC(アイロテック) ラバー ダンベル 40KG セット 片手 20KG×2 個 

釣り 

Abu Garcia(アブ・ガルシア) タコスフィールド TKFS-762H 

SHIMANO(シマノ) 15 ツインパワーSW 8000HG 

DUEL(デュエル) HARDCORE X4(ハードコア エックスフォー) 200m 

野球 

MIZUNO (ミズノ) グローブ ソフトボール&軟式野球 GBO1400 右利き用 USA 限定モデル [並行輸入品] 

Kaiser(カイザー)  金属バット KW-419B 70cm SV シルバー 

ZETT(ゼット) 軟式野球用マスク BLM-3152  

サッカー・フットサル 

MIKASA（ミカサ） サッカーボール 4 号練習球 F4TP 

PUMA(プーマ) すね当て パワーキャット ライト 030361 

adidas(アディダス) キーパーグローブ プレデタージュニア DCW4 

テニス 

BRIDGESTONE(ブリヂストン) 硬式テニスボール NX1 4 個入り BBANX1 

CALFLEX(カルフレックス) 硬式テニスラケット CX-01 ピンク 

BabolaT(バボラ) 硬式テニスストリング RPM ブラスト 200m  BA243101 

マリンスポーツ 

リーフツアラー（REEFTOURER） マリンシューズ BK RBW3041 

BIC SPORT(ビックスポーツ) サーフボード DURA-TEC ファンボード 7'3'' Mini Malibu Japan Ltd. 100457 

GULL(ガル) ダイビングマスク ヴェイダー ブラックシリコン UV400CUT アンバー GM-1253 

ウインタースポーツ 

VAXPOT(バックスポット) スノーボードウェア メンズ 上下セット VA-2022 CH-RED/BLK 

ROSSIGNOL(ロシニョール) スノーボード  DISTRICT AMPTEK 3 点セット 金具付き ブーツ付き 

OAKLEY(オークリー) スノーゴーグル Airbrake エアブレイク 59-484J Equinox Burnt Red バーントレッド 

水泳・スイミング 

VAXPOT(バックスポット) フィットネス水着 メンズ BLK/BLU VA-5100 

ARENA(アリーナ) スイミングゴーグル ANTI‐FOG SWIMMINGGLASS AGL520 スモーク×ブラック BSMK FREE 

SPEEDO(スピード)  スイミングキャップ メッシュキャップ SD97C02 K ブラック L  
 

3.1 NG ワード：  

商品名に以下の文言を含めることはできません。 

・記号 

・出品者様固有サービスの表記 

・商品価格に関連する表記 

・商品名以外の商品の補足説明 
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NG ワード例： 

分類 NG ワード例   分類 NG ワード例   分類 NG ワード例 

記号 !   商品価格に関連す

る表記 

%OFF   商品名以外の商品

の補足説明  

No.1 最新 定番 

！   ％OFF   ナンバー1 最適 当社 

?   %オフ   ナンバー１ 殺鼠 特許出願 

<    ％オフ   ナンバーワン 殺虫 特許申請 

>    BARGEN   アレルギー 残りわずか 日に入荷 

■   ＢＡＲＧＥＮ   オススメ 残り僅か 日本一 

▲   バーゲン   おすすめ 使用後 認め 

△   お得な   おトクな 使用前 売れてます 

◆   お買い得   お勧め 秋冬物 売れ筋 

◇   クリアランス   お洒落な 春夏物 比類 

©   割引   ピッタリ 心配 副作用 

®   激安   ぴったり 新作 豊富な 

☆   最安値   ヒット商品 新入荷 本物 

★   特価   永久 人気の 枚限 

♪   特売   王道 人気商品 枚限り 

™   特別価格   完全 人気沸騰中 枚限定 

出品者様固有サー

ビスの表記 

あすつく   年末商戦   官庁 推せん 優位性 

あすラク   破格   緩和 推薦 予防 

あす楽   半額以下   希 少 粋夏 流行の 

メール便         希少 世界 初   

楽ギフ         忌避 世界一   

楽天         業界初 世界初   

送料 0 円         軽減 先着順   

送料０円         芸能人愛用 全色   

送料込         決定版 早い者勝ち   

送料無料         権威 他の追随を許さない   

即納         効果 他社   

配送無料         効果絶大 体験談   

発送無料         厚生労働省 大人気   

年保証付         今なら 大定番   

品質保証         再入荷 注文殺到   

無料配送         最高 超人気   

無料発送         最上級 鎮める   
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4 バリエーション 

・セラーセントラルの以下ヘルプページを参照してください。 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=8831 

・「色」、「サイズ」のバリエーションを設定できます。その他のバリエーションは設定できません。 

・色のバリエーションの例： 

 

・色とサイズのバリエーションの例： 
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・「色」、「サイズ」に無関係な項目を記載・設定しないでください。 

・例：サイズに「お取り寄せ」の記載がある。 

 

 

・子 ASIN が 1 つしかない親 ASIN を作成しないでください。 
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5 画像登録 

5.1 メイン画像 

メイン画像は、必ず以下のページに記載の基準に合った画像を登録してください。基準に合わない画像は削除の対象になります。 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=16881 

バリエーションを組む場合は、親・子 ASIN 両方にメイン画像が必要です。親 ASIN のメイン画像がない場合は、子 ASIN のメイン画像があっ

てもランキングなどで画像が表示されません。 

・親 ASIN にメイン画像が設定されていないため、ランキングで画像が非表示になっている例： 

 

 

5.2 サブ画像 

必須ではありませんが、商品の転換率を高めるため、できるだけ多く(8 枚まで)掲載してください。メイン画像では写っていない側面、使用方

法、詳細などを表示できます。 

・例：商品の特徴 
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例：商品シリーズの比較表 

 

例：使用例 
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例：コメント付きで使用方法を説明 
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例：複数の角度からの画像 
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参考資料 

Webinar 【売上向上対策：出品情報改善】 商品画像、ブランド名、商品説明の重要性について 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201069910 
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6 ブラウズノード・リファインメンツ 

6.1 ブラウズノード 

・以下の資料を参照し、必ずブラウズノードを設定してください。 

ブラウズノードとリファインメンツについて： 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=201292470 

ブラウズノード・リファインメンツの更新： 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/201045760/ref=pt_201045760_cont_201292470 

・原則リーフノード(末端のノード)を登録してください。適切なノードが見つからない場合は、リーフノードの上の階層のノード登録してください。

また、テクニカルサポート宛に適切なノードがないことをご報告いただくことをお勧めします。 

 

・参考資料 

Webinar【売上向上対策：出品情報改善】ブラウズノード、リファインメンツの見直しと設定について： 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201069910 

出品情報改善 - サクセスストーリー： 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=201060450 

6.2 リファインメンツ 

・なるべく多くの絞り込み検索の対象とするために、可能な限り対象のリファインメンツすべてに紐づくように属性(アトリビュート)を指定してくださ

い。ブラウズノードと同様、以下の資料を参照してください。 

ブラウズノードとリファインメンツについて： 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=201292470 

ブラウズノード・リファインメンツの更新： 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/201045760/ref=pt_201045760_cont_201292470 

 

・スポーツ＆アウトドアで指定可能なリファインメンツは、ブラウズツリーガイドで確認できます。ファイルの「リファインメンツ」のシートで、設定可能

なリファインメンツをご覧ください。 

・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_sports_browse_tree_guide._TTH_.xls 
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7 中古商品の出品 

・新品の商品と同様に、既に同じ商品が出品されている場合は、既存の商品ページに出品します。別の商品ページは作成できません。 

・セラーセントラルヘルプ：製品コード 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=200317470 

 

・中古の出品方法については、以下のヘルプページを参照してください。 

セラーセントラルヘルプ：在庫管理＞手順とツール＞コンディションタイプの設定方法  

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=1831 

 

・condition_note (商品のコンディション説明)に中古のランクや、傷の位置など商品の状態に関する説明を記載してください。 

 

 

・以下のヘルプページを参照し、SKU (個別の商品)ごとに実際の画像をアップロードしてください。 

セラーセントラルヘルプ：在庫管理＞手順とツール＞出品者 SKU の商品画像 

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help-page.html/?itemID=201270290 

 


