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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、本ガイドラインを遵守してご登録ください。本ガイドラインを遵守されてい

ない場合、出品を停止させて頂くことがございます。あらかじめご了承ください。 

・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をお願いいたします。 
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1 ミュージック（CD・レコード）商品  

1.1 商品登録の前に 

 商品登録前に Amazon.co.jp のサイト上にすでに商品の掲載があるかの確認を必ず行ってください。 

 商品の詳細ページを作成する以外の目的で「商品登録」機能を使用することは禁止されています。 

 「商品登録」機能によって商品の詳細ページを作成するために誤った商品の特定をしかねない商品情報

の使用をすることは認められません。 

 JAN、UPC、EAN などの商品コードがある商品のみ登録が可能です。 

 商品の詳細ページを作成する場合、出品者は、特定の商品の状態ではなく、一般的な商品の特徴にか

かわる情報のみを提供しなければなりません。商品の詳細ページは、同じ商品を販売する他業者により

使用される可能性があることにご留意ください。 

 「商品登録」を使用して商品の詳細ページを作成する場合、出品者は HTML、DHTML、Java、スクリプト

その他実行ファイルを含めてはなりません。 

 本規約に準じていない商品登録は、サイトより登録者の許可なく取り下げる場合があります。 

 

 

1.2 登録の注意点 

 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。 

例）①Ⅰ㌩㌔㌢㌫㌘㌥㌃㌧㌬㌭㌍㌤㌣㌦㌪㌨㎁㎂㎃㍿㎀㎅㎄№㎆℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈳㍾㍽㍼≒≡

∫∮∑√⊥∠∟⊿∵∩∪、等 

 

 

1.3 登録不可・禁止商品 

 発売日前の商品については、商品登録することはできません。 

 日本における販売権を有している商品以外は登録することはできません。 

 アダルト商品に関しては登録することができません。 

 Amazonマーケットプレイス出品規約、マーチャント@amazon.co.jp プログラムにおける出品禁止商品は

登録できません。 

 

 

1.4 各項目の注意点 

product_type [ 商品タイプ ] 
 登録する商品がクラシック音楽の場合は、「MusicClassical」を選んでください。それ以外の音楽はすべて

「MusicPopular」を選んでください。 

 

Title [ タイトル ] 
 正規のタイトルのみを記載してください。 

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=1085374


 
 

Copyright (c) 2010 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 5 

 

 DVD 付きの場合は、Titleの最後に(DVD 付)と入れてください（括弧と DVD の表記は半角）。DVD が複

数付く際は、DVD 付の前に数値を入れてください。 例）(2DVD 付) (4CD+2DVD 付) 

 初回限定版の場合は半角スペースをあけて、( )で区切って入れてください。例）HOME （初回限定盤）

(DVD 付) 

 輸入盤の場合は、半角スペースをあけて、( )で区切って入れてください。例）HOME （輸入盤） 

 韓国盤の場合は、半角スペースをあけて、( )で区切って入れてください。例）HOME （韓国盤） 

 

Artist *(artist1-artist10) [ アーチスト名 ]  
 人物の姓と名の間はあけずに続けて記入してください。 

 

Description [ 商品説明 ] 
 内容紹介、曲目などの情報はこちらにご記載ください。 

 

subject-keywords1-5 
 ミュージックのジャンルを入力してください。Amazonのジャンルへの紐付けに利用されます。 

 

トピックキーワード  
 関連のある検索キーワードを入力してください。 

 
 

1.5 商品説明の注意点 

 商品内容と全く無関係なコメント及び以下の内容については、商品説明に登録できません。 

 以下の内容については、商品説明に登録できません。 

 商品への出品者独自の特典表記 

 お客様の楽しみを台無しにしてしまう詳しいあらすじやコメント（決定的な筋の要素を明かすような

内容は避けてください）  

 商品内容とは関係のない、電話番号、住所、URL、E メールアドレス、在庫状況、発送可能時期、価

格、販促・セール情報、注文オプションまたは郵送方法についての情報などの記述 

 他サイトへのリンク 

 期間が特定されているものの情報（例：プロモーショナルツアー、セミナー、コンサート情報など） で、

正しい年月日の記載がないもの  

 

 ボールド体やイタリック体、機種依存文字、アンダーライン、“<”、“>”（半角山かっこ）の使用 

 冒涜的、猥褻、また悪意を含む表現  

 その他当サイトがサイトの健全性を維持するにあたり、不適切と判断したコンテンツ 

 商品への出品者独自の特典表記 

 
 

1.6 画像登録の注意点 

 商品の詳細ページを作成する以外の目的で「商品登録」機能を使用することは禁止されています。 

 画像には、商品の一般的な特徴を捉えたものを使用してください。 
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 商品の画像を登録する際は、以下の要件を遵守してください。 

 

 商品説明と相違ないサイズ、色の画像であること 

 商品が鮮明に見える画像であること 

 写真であること。イラストは不可 

 正面のアングルから撮影したものであること 

 商品に焦点が合っており、明るさも十分であること 

 ハイライトや影などをつけたクローズアップショットは不可 

 商品部分が画像の 80％を占めていること 

 商品の全体が写っていること 

 販売する商品のみが写っていること（別売りの付属品が写っていないこと） 

 商品が販売個数のみ写っていること（色違いの商品群がまとめて写っているものなどは不可） 

 背景はシンプルかつクリアで、商品を妨げないものであること（背景は白） 

 縁取りや装飾、文字などは不可 

 ファイル形式は. JPEG(*.jpg)、GIF (*.gif) 、TIFF (*.tif) 、PNG (*.png)であること 

 各辺が少なくとも 500 pixels 以上であること 

 RGBカラーモードであること 

 

  ※画像のデータ要件に関しては、セラーセントラルのヘルプページをご確認ください。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/ref=pt_16881_cont_help?ie=UTF8&itemID=16881&language=ja_JP

