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カメラ商品 登録方法
1 商品名について
商品名の記載の共通ルールは、以下の通りとなっています。商品毎の詳細ルールは表「商品毎の商品名
記載ルール」をご参考ください。また、表に記載がない商品については、共通ルールに沿って商品名をご登録
ください。

■共通ルール
〔メーカー名（英語表記）〕〔一般名称〕 〔商品名〕〔特徴 1〕 〔特徴 2〕 〔色 〕〔型番〕

■例
Nikon デジタル一眼レフカメラ Df 50mm f/1.8G Special Edition キット シルバーDFLKSL
Velbon 三脚 レバー式 EX-440 4 段 小型 3Way 雲台クイックシュー付き アルミ製
■商品毎の商品名記載ルール
分類

詳細

商品名

デジタルカメラ

コンパクト

[メーカー名(英語表記)] [一般名称 デジタルカメラ] [品名] [特徴を２つ 画素数、倍
率、防水、液晶サイズ、メモリ容量など] [色] [型番]

デジタルカメラ

ミラーレス一眼

[メーカー名(英語表記)] [一般名称 ミラーレス一眼] [品名] [付属するレンズキット内容]
[色] [型番]

デジタルカメラ

デジタル一眼レフ

[メーカー名(英語表記)] [一般名称 デジタル一眼レフ] [品名] [付属するレンズキット内
容] [色] [型番]

ビデオカメラ

ビデオカメラ

[メーカー名(英語表記)] [一般名称 ビデオカメラ] [品名] [倍率、メモリ容量など] [色]
[型番]

交換レンズ

三脚・一脚

ビデオカメラ用

[メーカー名(英語表記)] [一般名称 リチイムイオンバッテリーなど] [品名] [対象機種]

バッテリーパック

[特徴] [色] [型番]

一脚

[メーカー名(英語表記)] [一般名称 三脚 or 一脚 or 卓上三脚/一脚 or 三脚/一脚ア
クセサリー] [品名] [段数] [サイズ パイプ径で分類します 大型：30mm-36mm 以上
中型：25mm-30mm 小型：-22mm 以下 ] [雲台※ある場合は雲台タイプを記
載、付属していなければ脚のみと記載] [素材] [型番]

三脚・一脚

三脚

[メーカー名(英語表記)] [一般名称 三脚 or 一脚 or 卓上三脚/一脚 or 三脚/一脚ア
クセサリー] [品名] [段数] [サイズ パイプ径で分類します 大型：30mm-36mm 以上
中型：25mm-30mm 小型：-22mm 以下 ] [雲台※ある場合は雲台タイプを記
載、付属していなければ脚のみと記載] [素材] [型番]
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三脚・一脚

卓上三脚・

[メーカー名(英語表記)] [一般名称 卓上三脚/ミニ三脚] [品名] [型番]

ミニ三脚
三脚・一脚

雲台・ヘッド

[メーカー名(英語表記)] [一般名称 パンハンドル付き雲台 or 自由雲台 or ビデオカメラ
用雲台 or 3Way 雲台など] [品名] [素材] [型番]

写真整理・保管

アルバム

[メーカー名(英語表記)] [商品分類] [シリーズ名] [サイズ] ［枚数/面数］ [素材]
[柄] ［カラー］[型番]

写真整理・保管

フォトフレーム

[メーカー名(英語表記)] [一般名称 フォトスタンド or フォトアルバム ] [シリーズ名] [品
名] [サイズ A4 or A6 など] [特徴] [色] [型番]

写真整理・保管

写真台紙

[メーカー名(英語表記)] [商品分類] [シリーズ名] [サイズ] ［枚数/面数］ [素材]
[柄] ［カラー］[型番]

双眼鏡・望遠鏡・光学

双眼鏡

機器

[メーカー名(英語表記)] [一般名称 双眼鏡 or 単眼鏡 or ルーペなど] [シリーズ名] [品
名] [ダハ式 or ポロ式など] [○倍○口径] [特徴] [色] [型番]

双眼鏡・望遠鏡・光学

天体望遠鏡

機器

[メーカー名(英語表記)] [一般名称 天体望遠鏡] [シリーズ名] [品名] [屈折式 or 反
射式など] [口径○焦点距離○] [特徴] [色] [型番]

アクセサリー

カメラ・双眼鏡用ストラ

[メーカー名(英語表記)] [商品分類] [シリーズ名] ［カメラタイプ］［柄］［カラー］[素

ップ・

材] [型番]

ホルダー
アクセサリー

アクセサリ

カメラ用液晶保護フィ

[メーカー名(英語表記)] ［液晶保護フィルム］［品名］［対応機種※カメラ本体の形

ルム

名 ※2 つ以上ある場合は/で区切って記載］［型番］

フィルター

[メーカー名(英語表記)] [カメラ用フィルター or カメラ用角型樹脂フィルター or カメラ用角
型ポリエステルフィルター] [品名] [フィルター径] [フィルター効果] [型番]

アクセサリ

カメラバック・ケース

[メーカー名(英語表記)] [商品分類] [シリーズ名] ［リッターサイズ］［特徴］［カラ
ー］［柄］[型番]

アクセサリ

デジタルフォトフレーム

[メーカー名(英語表記)] [一般名称 デジタルフォトフレーム] [シリーズ名] [商品名] [画
面サイズ インチ数] [内蔵メモリー容量] [色] [型番]

デジタルフォトフレーム、

カメラ用交換レンズ

写真立て、アルバム

[メーカー名(英語表記)] [特徴を含む一般名称 レンズの種類 広角単焦点レンズ or 高
倍率ズームレンズなど] [焦点距離 F 値を含む品名（マウント名まで)] [対応センサーサイ
ズ フルサイズ対応 or APS-C 対応など] [型番は入れない]

【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。
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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」
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2 商品タイプについて
 商品タイプ（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 17 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。

■商品タイプと代表的な商品例
product_type

商品例

Digital Cameras

デジタルカメラ本体

Film Cameras

フィルムカメラ本体・フィルム

Camcoder

ビデオカメラ本体

Camera Lenses

カメラレンズ

CameraBagsAndCases

カメラ用バッグ/ケース
カメラ用のその他アクセサリ

CameraOtherAccessories

（フィルター/三脚/バッテリー/ストロボ/フォトフレーム/アルバムなど）

Telescope

望遠鏡・関連アクセサリー

Binocular

双眼鏡・関連アクセサリー

3 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）ボディ、レンズキット等

SizeColor

色とサイズを選択できるようにします。

例）ボディ(ホワイト)、レンズキット(ブラック)等

※全ての「商品タイプ」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

4 在庫ファイル利用時の注意事項
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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。

5 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。

6 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

7 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。

8 コンディションについて
カメラの中古品と再生品の出品価格は、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。なお、再生品として出品する商品は、メーカーまたは再生品業
者によって修理調整され、保証されている必要がありますので、ご注意下さい。再生品として出品する場合は、
Amazon.co.jp から前もって正式に出品許可を受ける必要があります。
カメラ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
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出品不可のカメラ商品


少しでも動作に問題があるカメラ及びカメラ関連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カメラは出品できません。


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カメラ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、弊社にて商品の取り下げをさせて頂く事もございます。

以下余白
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