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   本ガイドラインについて ・新規で商品登録をする場合、本ガイドラインに遵守している必要があります。遵守していない場合は、出品を停止させていただくことがあります。予めご了承ください。 ・すでに出品したい商品のカタログがあるものの、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。   
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1111 手帳手帳手帳手帳商品の商品商品の商品商品の商品商品の商品登録登録登録登録    

1.11.11.11.1 商品名商品名商品名商品名    手帳商品の商品名は下記のルールに従って登録してください。  
• ダイアリー・とじダイアリー・とじダイアリー・とじダイアリー・とじ手帳手帳手帳手帳    

o  [メーカー名][yyyy 年版手帳][(yyyy 年 mm 月始まり)*1][ブランド/商品名][材質/色*2][サイズ][型番] 例：：：：ダイゴー 2015 年版手帳 (2014 年 10 月始まり) A4 E1102 例：：：：日本能率協会 2015 年版手帳 ノルティー 革 A4 2041    *1 2015 年 1 月以降の始まりの場合は、記載する必要はありません。 *2 革材質かどうかで検索する購入者様が多いため、革の場合は確実に記載してください。また、同一商品で複数色展開がある場合は、色を記載してください。  
• システムシステムシステムシステム手帳手帳手帳手帳    

o 〔メーカー名〕〔システム手帳〕〔ブランド/商品名〕][材質/色*][〔サイズ〕〔型番〕 例：レイメイ藤井 システム手帳 ダ・ヴィンチ スーパーロイスレザー バイブル DB482B * 革材質かどうかで検索する購入者様が多いため、革の場合は確実に記載してください。また、同一商品で複数色展開がある場合は、色を記載してください。  
• システム手帳リフィルシステム手帳リフィルシステム手帳リフィルシステム手帳リフィル    

o [メーカー名][yyyy 年版リフィル][(yyyy 年 mm 月始まり)*][ブランド/商品名] [サイズ][型番] 例：日本能率協会 2015 年版リフィル Bindex 月間ダイアリー ミニ PD052 * 2015 年 1 月以降の始まりの場合は、記載する必要はありません。 
o その他リフィル 〔メーカー名〕〔ブランド/商品名〕〔リフィルの種類〕〔サイズ〕〔型番〕 例：レイメイ藤井 ダ・ヴィンチ徳用ノート 6.5mm 罫メモ バイブル DR337L  

• 手帳アクセサリ手帳アクセサリ手帳アクセサリ手帳アクセサリ    〔メーカー名〕〔ブランド/商品名〕〔サイズ〕〔色〕〔型番〕 例：デザインフィル ミドリ ベルトシール スナップ 13 ピンク 82162006  
• その他注意点 

o 全角全角全角全角 34343434 文字以内文字以内文字以内文字以内で入力することをお勧めします。これは、Amazon サイト内外の検索結果ページで省略されずに表示される文字数の目安です。 
o 入力可能な文字数は、スペースも含め全角 50 文字以内です。 
o 空白文字は半角スペースを使用してください。 
o 半角カタカナは使用できません。 
o 英数文字、ハイフンは半角を使用してください。 
o 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。 
o 「始まり年月」は「西暦「始まり年月」は「西暦「始まり年月」は「西暦「始まり年月」は「西暦++++月月月月++++始まり」始まり」始まり」始まり」で必ず入力してください。 元号や終了年月はタイトルに含めないようにご注意ください。 例： ○2014 年 1 月始まり ×平成 26 年 1 月始まり、14 年 1 月始まり、2014 年 1 月～2014 年 12 月 
o ブランド名の表記については出品者が個別に判断せずに、メーカーに正確な表記(日本語/英語/大文字/小文字等)を確認したうえで記載してください。 
o ブランドとメーカーが同一の場合はブランド名を省略できます。 
o 「セール」、「X％オフ(OFF 率)」、「激安」、「送料無料」、「限定予約」などの文言や、入荷日、シーズンなどは、商品名に追加できません。 
o 本来の商品名と関係のない文章や記号を含めないでください(「卒業・入学お祝いに！○○○○」など)。  
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1.21.21.21.2 商品の仕様・説明 商品の仕様商品の仕様商品の仕様商品の仕様には下記の項目を記入してください。 

• ダイアリー・とじ手帳 
o 色：特殊な色の場合は、微妙な色合いが正確に伝わるように記載します 
o 素材：カバー材質(合皮、本革、ビニール、紙) 
o サイズ：A6、B5 などの規格名でなく、実際のサイズを明記します 
o スケジュール欄：スケジュール記入形式の名称だけではなく、特徴や用途などを明記します 
o ページ構成：スケジュール欄以外の内容について明記します 
o 記入例 

� 色：ワインレッド 
� 素材：合皮 
� サイズ：W130×155×110mm 
� スケジュール記入欄：月間ブロック。カレンダー感覚、記入スペースが少ない、一覧性が優れている。 
� ページ構成：年齢早見、ヘルスチェックカレンダー、サイズチャート、栄養のヒント、度量衡、ビジネスマナー、日本地図、世界時差表、テレフォン情報、付録(カラー地下鉄路線図・スケジュールシール)  

• システム手帳 
o 色：特殊な色の場合は、微妙な色合いが正確に伝わるように記載します 
o 本体サイズ、リフィルサイズ：バイブル、A5 などの規格名でなく、実際のサイズを明記します 
o リング・穴：リング内径や穴数を明記します 
o 素材：革、合皮といった大分類ではなく、牛革、馬革などの詳細情報を明記します 
o セット内容：商品を構成する内容を本体、リフィルに分けて記載します。リフィルについては種類別の枚数も明記してください 
o 記入例 

� 色：ワインレッド 
� 本体サイズ：W130×H190×D23mm、リフィルサイズ：95×170mm 
� 素材：牛革 
� リング・穴：リング内径 24mm、6穴リング(上 3穴、下 3穴) 
� セット内容：本体、リフィル(ガイドプロテクター×1枚、パーソナルプロフィール×1枚、ブックマーク×1枚、スケジュール/マンスリー×20枚、スケジュール/ウィークリー×20枚、ノート×20枚)  

• システム手帳リフィル 
o リフィルの種類：ダイアリー、無地、罫線、地図等のリフィルの種類を具体的に記載します 
o サイズ：バイブル、A5 などの規格名でなく、実際のサイズを明記します 
o 穴：穴数等を明記します 
o スケジュール記入欄：予定表の場合はスケジュール記入形式の名称だけでなく、特徴や用途などを明記します 
o 入数：当商品に含まれるリフィルの枚数を明記します 
o 記入例 

� リフィルの種類：ウィークリーダイアリー(日付入り) 
� サイズ：95×170mm 
� 穴：6穴(上 3穴、下 3穴) 
� スケジュール記入欄：左ページ 1週間スケジュール、右ページ 横罫ノート(5.5mm 罫) 
� 入数：20枚 

 商品の説明商品の説明商品の説明商品の説明には、商品名や商品の仕様で説明しきれない商品の特徴等を記述してください。 
• 商品の主な特徴、「仕様」の詳細説明などを記載するようにします。メーカーサイトに記載されている説明をそのままコピーすることはお控えください。 
• 読みやすいよう読みやすいよう読みやすいよう読みやすいよう 140 文字前後文字前後文字前後文字前後で適度に改行してください。 
• 「だ」「である」調で記載してください。 
• 画像を加えてより詳細な商品説明が可能です。A+商品ページの利用を推奨商品ページの利用を推奨商品ページの利用を推奨商品ページの利用を推奨しています。しています。しています。しています。  
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商品の仕様・説明には、出品者固有の情報を記載しないでください。 不適切な例：送料無料。注文日より 3営業日後配達。ばら売り対応。名入れ対応可。 
1.31.31.31.3 商品の画像商品の画像商品の画像商品の画像    一般的な画像のガイドラインを遵守することに加えて、手帳商品については以下のガイドラインに従ってください。 

• メイン画像のサイズ：1000px1000px1000px1000px 以上以上以上以上(細部や質感がを表示できる虫眼鏡機能を利用可能にするため) 
• サブ画像：3333 枚以上枚以上枚以上枚以上 
• パッケージ画像や手帳を閉じた状態の画像だけでなく、主要ページ・リフィルの内容がわかるような画像もサブ画像として追加する  
1.41.41.41.4 ブラウズノードブラウズノードブラウズノードブラウズノード    商品種類に応じて、所定のブラウズノードに紐付けるようにしてください。 ノード ID ブラウズノード

2460011051ダイアリー・とじ手帳
89448051システム手帳
89449051システム手帳リフィル
89450051手帳アクセサリ  ※穴が開いておりシステム手帳に綴じる商品を「システム手帳リフィル」と定義し、穴が開いていない手帳に関連して利用する付属品を「手帳アクセサリ」と定義します。 

1.51.51.51.5 絞り込み機能絞り込み機能絞り込み機能絞り込み機能    Amazon では、購入者が商品を簡単に検索できるよう、各商品をジャンル別(カテゴリー)に分類しています。各カテゴリーはさらに階層型の分類項目(ブラウズ)に分かれますが、購入者が各ブラウズに属する商品を素材やサイズで詳細に絞り込むための機能が「絞り込み機能(リファインメント)」です。 手帳についても絞り込み機能を導入する予定ですが、現時点では手帳を絞り込むための必要情報が十分に揃っていません。別表 1 のリファインメント案の項目ごとに一定水準以上の情報が整備されると、本絞り込み機能が導入されることになります。購入者が商品を選択しやすい環境にするために、別表 1 のリファインメント案の項目ごとに入力値の中から該当する値を選択し入力するようにしてください。  
1.61.61.61.6 同一同一同一同一 JANJANJANJAN を毎年利用する商品を毎年利用する商品を毎年利用する商品を毎年利用する商品    一部のメーカーの手帳については、毎年同一 JAN を利用している場合があります。新商品登録を促すため、Amazon 側で旧商品の販売状況を判断のうえ、旧商品カタログを削除、または新商品情報を上書きすることがあります(例：QUOVADIS)。  
1.71.71.71.7 並行輸入品の出品について並行輸入品の出品について並行輸入品の出品について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。   別表 1：リファインメント案(2014 年 8 月 20 日現在) 
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 商品種類 ノードID リファインメント案 項目名(日本語) 入力可能な値 入力値1 入力値2 入力値3 入力値4 入力値5 入力値6 入力値7 入力値8 入力値9 入力値10ダイアリー・とじ手帳 2460011051色 カラー 右記の入力値の中から選択 ベージュ 黒 青 ブロンズ 茶色 金色 緑 グレー メタリック 多色サイズ 用紙のサイズ 右記の入力値の中から選択 A4 A5 A6 B5 B6 パスポート ミニ 正方形 スリムスケジュール欄 検索キーワード 右記の入力値の中から選択 マンスリー ウィークリー マンスリー+ウィークリー デイリーシステム手帳 89448051素材 素材タイプ 右記の入力値の中から選択 本革 合皮 ビニール ナイロン色 カラー 右記の入力値の中から選択 ベージュ 黒 青 ブロンズ 茶色 金色 緑 グレー メタリック 多色サイズ 用紙のサイズ 右記の入力値の中から選択 A4 A5 B5 バイブル ナロー ミニ コンパクトシステム手帳リフィル 89449051サイズ 用紙のサイズ 右記の入力値の中から選択 A4 A5 B5 バイブル ナロー ミニ コンパクトスケジュール欄 検索キーワード 右記の入力値の中から選択 マンスリー ウィークリー マンスリー+ウィークリー デイリー イヤー
     別表 2：手帳ストア・手帳リファインメントイメージ  現時点では色の絞り込みが可能です。今後、サイズ等での絞り込みができるように準備予定です。 

 


