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1 産業・研究開発商品 登録方法
1.1 商品名について

〔メーカー〕 〔ブランド名〕 〔商品名〕 〔色・サイズ・タイプ・入り数など〕 〔型番〕
例: BLACK&DECKER サイクロン方式ダストバスターカーバック Z-ACV1205
例: KAKURI 木釘 極小 A 20 本入







〔メーカー〕BOSCH、RYOBI、シンワなどのメーカー名を指定してください。
〔ブランド名〕『Panasonic ナノケア ドライヤー オレンジ EH-NA91-D』 ナノケアなどのブランド名を指定し
てください。（ブランドとメーカーが同一の場合は省略可）
〔商品名〕商品の正式な名称を記載してください。
〔色・サイズ・タイプ・入り数など〕色、サイズ、入り数、粒度などの情報を記載してください。
〔型番〕メーカー型番を指定してください。
尚、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）

【注意点】








それぞれを半角スペースで区切ってください
スペースも含め全角 50 文字以内で入力してください。
スペース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。
英数文字、ハイフンは半角で入力してください。
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：「日曜大工におすすめ！コードレス充電式ドリル＆工具お買い得セット」
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1.2 プロダクトタイプについて
プロダクトタイプ（Product Type）のカラムには、商品のタイプを入力します。商品ごとに下記の中から該当するも
のを選んで入力してください。

プロダクトタイプ（日本語訳）

PRODUCT TYPE
Abrasives

研磨剤

AdhesivesAndSealants

テープ・接着剤・潤滑油

CuttingTools

産業用切削工具

ElectronicComponents

産業用電機・電子部品・用具

Gears

ギヤ

Grommets

グロメット（はとめ）

IndustrialHose

産業用ホース

IndustrialWheels

産業用ホイール

MaterialHandling

物流用品（搬送用具・梱包資材）

MechanicalComponents

産業用工作機械・3D プリンター・FA メカニカル部品・産業用金具

ORings

Oリング

PrecisionMeasuring

産業用計測器

LabSupply

研究開発用品・設備・用具

SafetySupply

産業用衛生安全用品

Mechanical Fasteners

締結部品（ねじ・ボルト・ナット）

商品が、どのプロダクトタイプ(商品タイプ)に該当するかを確認するには、こちらのブラウズノードと商品タイプの
対応表をご覧ください。

1.3 バリエーションについて
出品された商品を、色違い、入り数、長さや幅などの商品サイズごとに購入者が選択できる状態にすることをバリ
エーションと言います。下記のバリエーションに合致した商材をお取扱いの場合は、項目の設定をしてください。プ
ロダクトタイプにより使用できるバリエーションが異なりますのでご注意ください。
Variation Themes
Size
Color
Material
ItemWeight

(バリエーションテーマ日本語訳) 内容
(サイズ) サイズを選択できるようにします。幅 30cmx 長さ 60cm など
(カラー) 色を選択できるようにします。赤、ベージュ、茶など
(素材) 素材で選択できるようにします。アルミ、鉄など
(重量) 商品の重さで選択できるようにします。200g、50.0Kg など
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Size-Color
ItemPackageQuantity

(サイズ＆カラー) サイズと色で選択できるようにします。サイズと色は
別々に入力してください。
(入り数) 入り数で選択できるようにします。20 本入り、5 枚入りなど

1.4 商品の入数・パッケージ数/セット数について
JAN/UPC/EAN が同じでも入数が異なる商品がありますので、必ず商品の入数（number_of_items）を入力するよう
にしてください。
例:

キムタオル ホワイトスモールポップアップシングル 100 枚

⇒ number_of_items = 100

キムタオル ホワイトスモールポップアップシングル 150 枚

⇒ number_of_items = 150

また、単品販売用の JAN/UPC/EAN コードを使い、2 つ以上のセットで販売をする場合、商品のパッケージ数/セット数
(item-package-quantity)を入力します。商品名の中にもパッケージ数/セット数/箱数を含めるようにしてください。
例:

キムタオル ホワイトスモールポップアップシングル 150 枚

⇒ item-package-quantity = 1

キムタオル ホワイトスモールポップアップシングル 150 枚 8 箱

⇒ item-package-quantity = 8

1.5 並行輸入品の出品について
並行輸入品の出品の場合は、必ず、正規流通品の JAN/EAN/UPC コードとは別のコードを使用して登録してくだ
さい。また、登録の際には必ず下記のルールに従ってください。

１．商品名
正規流通品と区別するため、商品名には必ず『並行輸入品』と明記してください。
例： BLACK&DECKER サイクロン方式ダストバスターカーバック Z-ACV1205 並行輸入品

２．商品の仕様・説明
以下の項目に沿って日本国内の正規流通品との違いを必ず記載してください。
（１）パッケージの状態（およびその状態によって新品・中古品の判別が困難であること）
（２）日本国内でのメーカーによる製品保証が適用されないこと、生産国、商品スペック、商標に関する説明が
外国語で表記されていること
（３）付属品の有無やその違い
（４）電化製品の場合、電圧の違い

注意：並行輸入品であっても、家庭用品品質表示法、電気用品安全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。
消費者庁ホームページ > 家庭用品品質表示法
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http://www.caa.go.jp/hinpyo/
経済産業省 > 消費者政策 > 製品安全ガイド > 電気用品安全法のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/

３．出品者コメント
出品者独自の保証を付加する場合にはその保証内容を出品者コメントに明記してください。

注意： 並行輸入品ストアに出品する並行輸入品、輸入品については、在庫ファイルの「メーカー希望小売価格」
(msrp)、または商品登録画面でメーカー希望価格には値を入力してはいけません。

その他、「並行輸入品の定義」や、並行輸入品出品に関する「よくある質問」に関しては、セラーセントラル内の下
記リンク先をご確認ください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200936440

1.6 ブランド(Brand)の登録について
・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)】
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1.7 プライベートブランドの出品について

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。
※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すべて【ノーブランド品】としての出品となりますので、注意ください。
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