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 Kindle アクセサリ商品 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： Amazon Kindle Fire HD スタンド型レザーカバー(Kindle Fire HD 専用) 53-000171 

 〔メーカー〕Amazon、Buffalo、Elecom、Belkin等のメーカー名を記載して下さい。 

 〔ブランド名〕「Kindle fire HD」「Kindle fire」「Kindle paperwhite」等のブランド名を記載して下さい。 

 〔商品名〕商品の正式な名称を記載して下さい。 

 〔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。 

 英数字、ハイフンは半角で入力して下さい。半角カタカナは使用不可です。 

 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. 商品画像に関する注意点 

 出品者は、使用する画像に関して必要となる権利をすべて保持していることを保証する責任があります。 

 Amazon からの書面による明示的な承諾を得ていない限り、Amazon サイトに掲載している画像を商業目的のた

めに、複製、複写、コピー、販売、再販、アクセス、その他の利用はできません。商標、ロゴ、および Amazon が有

するその他の財産権的価値のある情報（画像、文字、ページレイアウト、フォームを含む）は、書面による明示的

な承諾を得ていない限り、フレームにしたり、またはフレーム技術を使って取り込んだりすることはできません。明示的に

許諾されていない権利は全て Amazon またはそのライセンサー、供給者、出版者、権利保持者またはその他のコ

ンテンツ権利者が留保します。 
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3.  商品タイプについて 

 商品タイプ（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 2 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。 

■商品タイプと商品例  

商品タイプ 

(日本語訳) 
Product Type 商 品 例 

Amazon電子書籍リーダーアクセサリ KindleEReaderAccessories Amazon Kindle 電子書籍リーダー用カバー、保護フィルム、 

タッチペン、アダプタ充電器、各種ケーブル、など 

Amazon タブレットアクセサリ KindleFireAccessories Amazon Kindle 電子書籍リーダー用カバー、保護フィルム、 

タッチペン、アダプタ充電器、各種ケーブル、など 

            

 

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

材をお取扱いの場合は、項目の設定をして下さい。（色違い以外のサイズなどのバリエーション設定は不可） 

variation-theme 内 容 

Color      色を選択できるようにします。   例）赤、緑、白等 

 

※全ての「商品タイプ」で色違いのバリエーションテーマを組むことが可能です。 

 

* バリエーションデータの作成方法についてはバリエーションデータ作成ガイドをご覧下さい。 

   バリエーションデータ作成ガイド 

   https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01017E/MA01017E.htm 

 

 

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 

並行輸入品は日本国内の正規流通品の JAN/EAN/UPC コードとは別のコードを使用して登録して下さい。また、登録

の際には必ずヘルプページ「並行輸入品」に記載のルールに従って下さい。 

「並行輸入品」の詳細は、こちらをご参照ください。 

 

https://s3.amazonaws.com/seller-guide/jp/MA01017E/MA01017E.htm
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200940690
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1.商品名 

日本国内の正規流通品との区別のため、商品名には必ず【並行輸入品】と明記して下さい。並行品、平行品、平行輸

入品、海外直輸入等の同じ意味で異なる表現をしてはいけません。 

例：  [メーカー名][ブランド名][商品名][仕様/色・サイズ・タイプ等][型番] 【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下さい。 

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場合はその旨） 

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 

③ 生産国、商品スペック、商標に説明が外国語で表記されていること 

④ 付属品の有無やその違い 

⑤ 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。 

3. 無線機器の Amazon での取り扱い 

海外で販売されている無線機器商品の Amazon.co.jp サイト上へのご出品に際しては、利用者（お客様）が不利

益をこうむる可能性があるため、ご出品をご遠慮頂く場合がございます。 

日本国内で無線機器を利用する場合には、その機器が電波法にもとづいた技術基準適合証明を受けている必要があ

ります。海外で販売されている商品は、日本の電波法に基づく技術基準適合証明が取得されていない場合があり、技

術基準適合証明が取得されていない商品を日本国内で利用した場合には電波法等関連法令に抵触する可能性が

あります。そのため、Amazon.co.jp上では、上記に該当すると判断した場合、事前の通知の有無に関わらず該当製

品の出品を取り下げますので、予めご理解のほど宜しくお願い致します。 

 

7.  コンディションについて 

Kindle アクセサリ商品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。 

＊ 新品  

未使用かつ未開封で、メーカーから新商品として販売された状態と同じ包装のままで同梱品がすべてそろっている商品。

メーカーのオリジナルの保証書の有無、有る場合に保証の詳細、メーカーのオリジナルの保証書ではない保証書がつく場

合にはその保証の詳細をコンディション詳細の記入欄に記載する必要があります。 
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＊ 再生品 

正常に動作するようにメーカーの仕様に基づき、専門家によって検査、清掃、修理等がされた商品。再生をおこなった

業者の保証書が必須。コンディション詳細の記入欄に「誰がどのような再生処理をおこなったのか」に関する記載、および

「保証書がある」旨の記載が必要。また、メーカーによる再生品でない場合は、コンディション詳細の記入欄にメーカー再

生品ではないことを明記し、購入者がメーカー製と誤解をしない状態にて、商品を発送すること。 

＊中古-ほぼ新品  

見たところ未使用で、完全な状態にある商品。包装フィルムは開封されていても、商品本体と箱は元のままのきれいな

状態で、汚れや傷がまったくない商品。ギフトに適している商品。 

＊中古-非常に良い  

使用されているが、非常に良い状態で、動作に問題がなく大切に扱われている商品。商品や説明書がそろっており、気

にならない程度の傷や汚れがある商品。 完全に動作する商品。 

＊中古-良い  

使用回数が多く、汚れや傷があるが、良い状態にある商品。説明書があり、使用するうえでは問題のない状態の商品。

落書きや使用した痕跡が見られる場合を含む。完全に動作し、見た目も全体的に良い商品。  

＊中古-可  

目立った汚れや傷があるが、動作にはまったく問題ない商品。引っかいた傷、へこみ、その他の表面上の問題がある商品。

箱または操作に直接影響のない説明書が紛失または破損している場合。落書きや使用した痕跡が見られる場合。 

出品不可の Kindle アクセサリ  

 少しでも動作に問題がある Kindle アクセサリ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 Kindle アクセサリ商品は出品で

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。た

だし、再生品は保証書がない場合には出品できません。 

 日本国内向けである Kindle アクセサリ商品は、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、弊社にて商品の取り下げをさせて頂く事もございます。  

以下余白 


