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エレクトロニクス商品 登録方法  

 

1 商品名について  

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

例： Panasonic DIGA HDD 搭載ハイビジョンブルーレイディスクレコーダー 500GB ブラック DMR-BZT710-K  

 〔メーカー〕Sony、TOSHIBA、Bose 等のメーカー名を記載して下さい。  

 〔ブランド名〕「iPhone」等の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、サイズ、タイプ、特徴的な技術仕様(Bluetooth 等)等の仕様を記載して下さい。  

 〔型番〕メーカー型番を記載して下さい。  

  

【注意点】   

 それぞれを半角スペースで区切って下さい。 

 スペースも含め全角 50 文字以内で入力して下さい。  

 スペースは半角で入力して下さい。  

 半角カタカナは使用不可です。  

 英数字、ハイフンは半角で入力して下さい。  

 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。  

 本来の商品と関係のない文章や記号を含まないようにして下さい。  

不適切な例：「これからはじめる」「簡単」「すぐできる」「！」「送料無料」「限定」「激安」  

  

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。 

    

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/1881
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3 プロダクトタイプについて  

 プロダクトタイプ（Product Type）の項目には、商品のタイプを入力します。商品ごとに下記の 18 の商品タイプの

中から該当するものを選んで入力して下さい。  

  

■プロダクトタイプと代表的な商品例   

プロダクトタイプ 

（日本語訳） 
Product Type 商品例 

一括登録用在庫ファイルで 

使用するシート名 

オーディオ/ビデオ AudioOrVideo 
DVD&ブルーレイレコーダー、プレイヤー、および

TV 周辺機器（TV チューナー、アンテナなど） TV・ホームシアター 

テレビ Television テレビ、ホームシアター TV・ホームシアター 

AV 家具 AvFurniture テレビラック、テレビ台、壁掛け金具 アクセサリー 

アクセサリー/パーツ/サプライ AccessoryOrPartOrSupply AV 機器関連アクセサリー アクセサリー 

カーエレクトロニクス CarElectronics ポータブルカーナビ、およびアクセサリー カー用品/GPS 

GPS/ナビゲーションシステム GpsOrNavigationSystem GPS 受信機、トランシーバーおよびアクセサリー カー用品/GPS 

ビデオカメラ Camcorder ビデオカメラ、およびアクセサリー カメラ 

カメラバッグ/ケース CameraBagsAndCases バック、ケース、フィルタ、プロテクション カメラ 

デジタルカメラ DigitalCamera コンパクト、一眼レフ、ミラーレス カメラ 

フィルムカメラ FilmCamera フィルムカメラ、フィルム カメラ 

カメラレンズ CameraLenses カメラレンズ カメラ 

カメラアクセサリ CameraOtherAccessories 三脚、バッテリー、アクセサリー類 カメラ 

ビデオプロジェクター VideoProjector スクリーン、プロジェクターアクセサリー関連 カメラ 

ヘッドフォン Headphones ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドホンアンプ ホームオーディオ 

携帯/スマホ Phone 携帯電話およびスマートフォン（固定電話除く） 電話 

携帯/スマホ アクセサリー PhoneAccessory 携帯電話およびスマートフォンのアクセサリー 電話 

ポータブル機器 PORTABLE_AV_DEVICE メモリープレイヤー ポータブルオーディオ/ビデオ 

消費者向け電化製品 ConsumerElectronics 上記記載商品以外 一般家電 
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4 バリエーションについて  

  

出品された商品を、色違い商品やサイズ違い商品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の設定と

言います。色違いの商材/サイズ違い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）ホワイト、ブラック、シルバー等  

Size  サイズを選択できるようにします。     例）23 型、32GB 等  

SizeColor  色とサイズを選択できるようにします。  例）ホワイト x 32GB、ブラック x 64GB 等  

※全ての「プロダクトタイプ」でバリエーションテーマを組むことが可能です。  

※バリエーションの作成方法については下記の「商品登録機能を使用したバリエーションの設定」をご参照下さい。  

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/40731  

  

5 在庫ファイル利用時の注意事項  

  

原産国をご登録する場合には、大文字にて値をご入力ください。  

*推奨値は小文字（「jp」「cn」など）となっていますが、入力する際には大文字（「JP」「CN」）をご利用ください。  

  

6 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。  

  

7 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  

  

  

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/40731
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/40731
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200936440
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200936440
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200329080#outlet
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200329080#outlet
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8 SIM カードの出品について  

１）定期契約 SIM カード  

Amazon.co.jp が事前に承認したものを除き、商品の登録および出品はできません。 

２）プリペイド式 SIM カード 

 利用期限が 6 か月を超えるものは出品できません。 

 利用可能地域を明示してください。 

国内で利用可能なカードの場合は、商品説明の箇条書き欄に下記の注記を入れてください。 

「日本国内で使用する場合は技適マークが付された端末で使用してください。」 

 

9 プライベード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。  

  

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。  

  

10 コンディションについて  

エレクトロニクスの中古品の出品価格は、Amazon.co.jp での販売価格と同じか、それよりも低く設定して下さい。新

品として出品する場合、価格は自由に設定できます。  

  

エレクトロニクス商品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  

  

出品不可のエレクトロニクス   

 少しでも動作に問題があるエレクトロニクス商品を出品することはできません。  

 使用に支障があるような傷がある商品も同様に出品できません。  

 使用に不可欠な付属品が不足している場合（説明書を除く）は出品できません。  

 不正に入手した商品、または安全性に問題がある商品、リコールの対象となったエレクトロニクス商品は出品で

きません。   

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200339950
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200339950
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 保証書の有無、紛失している付属品がある場合はその詳細を、コンディション詳細の記入欄に記載して下さい。   

 日本国内向けであるエレクトロニクス商品は、日本国外へは配送できません。  

 日本における販売や使用につき免許、登録、届け出など許認可が必要な対象商品は、許認可取得以前に出

品することはできません。  

  

*本商品登録規約の遵守が確認できない場合は、弊社にて商品の削除、出品の停止をさせて頂く事もございます。   

 

以下余白  

 


