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ブランドオーナー向け商品紹介コンテン
ツ完全ガイド
このガイドで説明する内容： 

ブランドを登録しても商品紹介コンテンツが使用で
きない場合は、 ブランド登録アカウントにログインし、    

「サポート」> 「ブランドサポートへのお問い合わせ」をク
リックしてください。

ポイント

•	商品紹介コンテンツとは	
•	商品紹介コンテンツを出品情報に追加すべき理由	
•	商品紹介コンテンツを段階的に追加する方法	
•	商品紹介コンテンツのベストプラクティス	

注

この機能は、 Amazonブランド登録プロセスを通じて
ブランドオーナーとして承認された大口出品者様、  
および、 LaunchpadやAmazon Exclusivesなどの
特定のマネージドセリングプログラムの一部である新
興ブランドオーナー様のみが利用できます。 承認され
ると、 承認済みのブランドカタログの一部である商品
にのみ、 商品紹介コンテンツを追加できます。

Amazonブランド登録に登録済みのブランドオーナーが利用
できる商品紹介コンテンツは、 リッチコンテンツを使用してブ
ランドを紹介し、 商品の特徴やストーリーをお客様に伝える
ことで、 リピート購入を促し、 売上を増やすのに役立ちます。 
また、 商品紹介コンテンツでは、 強化された商品画像を掲載
したり、 テキストの掲載枠をカスタマイズしたりすることで、 
ブランドや商品の独自性をアピールできます。 商品紹介コン
テンツマネージャーでは、 フォーマット済みのモジュールレイ
アウト、 データ駆動型コンテンツの推奨事項、 言語や商品バ
リエーションを追加するためのコンテンツの複製によって、 コ
ンテンツを簡単に設定および管理できます。

商品紹介コンテンツとは何ですか？ 

リピート購入を促し、	売上を増やせる
可能性がある	
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商品説明の強化
商品紹介コンテンツには、 5～7種類のコンテンツモ
ジュールに画像やテキストを追加して、 商品レベルの機能
要素を強調することができます。 これらのモジュールは、 
商品詳細ページの「商品説明」 セクション （出品者様の場
合） 、 または 「メーカーより」 セクション （リテールベン
ダー様の場合） に表示されます。

商品紹介コンテンツにはどんな機能がありますか？

カスタムパラグラフ
ヘッダーと画像

商品の比較表

独自の画像・テキ
ストレイアウト

箇条書きの機能・
サービスリスト
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ブランドストーリー機能
ブランドストーリー機能は、 既存の商品紹介コンテンツモジュー
ルを再利用することなく、 独自のブランドストーリーを伝えるこ 
とで、 同業他社よりも目立ち、 ブランドの重要な要素を強調する
ことができます。 ブランドストーリー機能を使用すると、 商品詳
細ページの専用スロットに「ブランドによる説明」という、 商品 
機能とは別のセクションを作成できます。

デスクトップおよびモバイルデバイスにフルス
クリーンの背景とともにカルーセル表示

画像とテキストのカード

その他の商品やAmazonの
ブランドストアへのリンク

Amazon商品詳細ページの「メー
カーより」セクションに表示
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商品紹介コンテンツを使用することで、	ストーリーを共有し、	競合他社よりも視覚的に目立ち、	お客
様が	最善の購入判断に繋げられるように支援することができます。

なぜ商品紹介コンテンツを使用するべき
なのでしょうか？

主なメリットは次のとおりです。

商品やブランドのストーリーを伝
える

豊富な画像、 テキスト、 比較モジュ
ールを追加し、 ブランドストーリー
を伝え、 ブランドの認知度を高め
ます

お客様からの返品と否定的なフィ
ードバックを減らす

お客様からの質問に積極的に回答
することで、 お客様がより多くの情
報に基づいて購入を決定できるよ
うに支援します。 これは、 返品を減
らし、 否定的なカスタマーレビュー
を減らすことにもつながります。

リピート購入行動を促す

ブランドストーリーや商品に関す
る詳細情報を伝えることで、 お客
様がブランドの他の商品を探索で
きるようにして、 リピート購入を増
やします。
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商品紹介コンテンツを追加するにはどうすれ
ばいいですか？
1. セラーセントラルで 「広告」 タブに移動して、 商品紹介コンテンツマネージャーをクリックします

2. 商品紹介コンテンツの作成開始  
ASINまたは商品名を検索するか、 商品紹介コンテンツの作成を開始すると、 商品紹介コンテンツのワークフローを開始できます

広告

商品紹介コンテンツマネージャー

おすすめ2

商品紹介コンテンツ
マネージャー

おすすめ3

ASINまたは商品名を検索 または 商品紹介（Aプラス）コンテ
ンツの作成を開始する

その他のおすすめ 商品を見る

おすすめ1

商品紹介コン
テンツを作成

非表示
にする

商品紹介コン
テンツを作成

非表示
にする

商品紹介コン
テンツを作成

非表示
にする
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3. 商品紹介コンテンツタイプの選択 
商品またはブランドについてお客様に伝えることができるよ
うに、 基本的な強化された商品説明 ⇒ベーシック ストーリ
ーのいずれかを選択します。 基本的な強化された商品説明 ：  
商品機能とユースケースに関する詳細な情報を追加して、 メ
インの商品詳細ページの箇条書きと画像を補強します。 お客
様の質問に積極的に答えることで、 お客様が購入決定を下
すのに役立ちます。 ブランドストーリー ： ブランド内のあらゆ
る商品でブランドストーリーを伝えます。 ロゴや写真を追加
したり、 ブランドに関する質問に回答したりすることもできま

4. コンテンツの特定 
コンテンツの詳細」 にある 「コンテンツ名」 を作成し、 コンテ
ンツを一意に識別できるようにしてください。 「言語」 ドロッ
プダウンを使用して、 商品紹介コンテンツの目的の言語を選
択します。 このセクションは必須です。

コンテンツ名 言語

ドイツ語（DE)

モジュールを追加

コンテンツの特定 
「コンテンツの詳細」 にある 「コンテンツ名」 を作成し、 コンテ
ンツを一意に識別できるようにしてください。 「言語」 ドロップダ
ウンを使用して、 商品紹介コンテンツの目的の言語を選択しま
す。 このセクションは必須です。

ブランドストーリー
ブランドのすべての商品ページでブランドストーリーを公開でき
ます。 ロゴ、 画像、 Amazonストアへのリンク、 ブランドに関す
る質問への回答などを追加することもできます。

ベーシック

ベーシックの作成

ブランドストーリー

ブランドストーリーを作成
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5. モジュールを追加 
つ以上のモジュールを選択して、 任意のスタイルを作成でき
ます。 モジュールは一度に1つずつ追加します。 
 
利用可能な各テキストフィールドにテキストを入力すること 
で、 当該テキストを追加することができます。 画像をドラッグ 
ドロップしたり、 クリエイティブアセットライブラリから画像を
選択したりして追加することもできます。 クリエイティブアセッ
トライブラリには、 以前に商品紹介コンテンツやその他のプ 

商品紹介コンテンツでは、 商品紹介コンテンツのお
すすめに掲載される ASIN に、 その国の類似する
ASINに使用された際にコンバージョン率の向上した
最大5つのおすすめモジュールを追加できます。

ログラム （スポンサーブランド広告など） にアップロードした
画像が含まれており、 タグを使用して画像を分類し、 サイズ、 
最終更新日、 その他の基準に基づいて、 画像の検索、並べ替
え、 絞り込みができます。 画像を含むモジュールの場合、  画
像をアップロードする必要があります。 また、 画像をアップロ
ードするときに、 画像キーワードなど、 特定のテキストフィー
ルドも必要です。

検索

モジュールを追加

検索

モジュールを追加
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ASINの検索

Add ASINs

一括アップロード

次：確認して送信

下書きを保存

コンテンツの詳細

次：ASINを適用

一括アップロード

6. ASINへの適用  
1つ以上のASINを、 新しく作成したコンテンツに関連付け
ます。 ASINを適用する際、 次のように2つのオプションが
あります。

• 「ASINを追加」をクリックし、 コンテンツに適用する
ASINをカタログ内で検索します。 ASINの結果は、 ASIN
ファミリーに基づいて返されます。 チェックボックスをオン
にして、 ASIN/バリエーションを選択してASINをコンテン
ツに適用します。 選択を完了したら、 「コンテンツを適用」 
をクリックします。

7. 変更内容の送信  
変更内容を送信すると、 商品紹介コンテンツは、 承認プロセ
スを経て公開されます。 商品紹介コンテンツマネージャーツ
ールのコンテンツは、 公開された後もいつでも編集できます。

注:  審査には、 最大で7営業日かかる可能性があります （大量
にある場合はもっとかかります） 。 商品紹介コンテンツのトップ
ページでステータスを確認できます。 商品紹介コンテンツのス
テータスが 「未承認」 の場合は、 特定の商品紹介コンテンツの 

「編集」 をクリックして未承認理由を表示し、 必要な変更を加
えます。 商品紹介コンテンツが承認された後、 適用されたASIN
の商品詳細ページに掲載されるまで最大で24時間かかる場合
があります。

販売パートナーおよび開発者は、APIを介してプログラ
ムで商品紹介コンテンツを作成、利用、管理することが
できます。開発者は、販売パートナーAPI GitHubレポー
トの次の文書にアクセスできるようになりました。

商品紹介コンテンツ管理のためのSP API

ポイント

• このコンテンツをカタログ内の多数のASINに適用する場
合は、 一括アップロード機能を使用することができます。 
1,000を超えるASINを追加する場合は、 一括アップロード
を使用する必要があるでしょう。

コンテンツが失われるのを防ぐため、
下書きの保存をお勧めします。
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商品紹介コンテンツを管理する

コンテンツを編集する
コンテンツに関連付けられたASINは、	「コンテ
ンツの詳細」	ページから直接管理できます。

• ASINをコンテンツから削除するには、 右上の 「削除」 をク
リックします。

• アクション」、 「複製」 の順にクリックすると、 既存のコンテ
ンツを複製して、 より簡単に新しいコンテンツを作成する
ことができます。 モジュールレイアウトを含むすべてのコン
テンツが新しいバージョンにコピーされます。 次に、 複製
したコンテンツには新しい名前を設定する必要があります

1. 右上の 「編集」 をクリックします 

2. チェックボックスをオンにして、 ASIN/バリエーションを選択
すると、 コンテンツとの関連付けを管理できます。

マーケットプレイスでお客様が使用する他の言語に対して新
しい言語バリエーションを作成できます。 たとえば、 米国の
多くのお客様は、 英語ではなくスペイン語で買い物をするこ
とを選択するため、 米国ではスペイン語の言語バリエーショ
ンを作成することができます。 この手順では、 コンテンツと適
用されたASINを下書きとしてコピーし、 翻訳されたコンテン
ツを追加して使用できます。 これらの下書きは、 後で個別に
見直して送信できます。

言語バリエーションを作成する 
コンテンツの詳細

言語バリエーションを作成

関連コンテンツ

言語バリエーション(1)

Content details

Actions

Suspend

Duplicate

Delete

Edit

Remove
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このアクションでは、 元のコンテンツのローカライズさ
れたバージョンを自動的に作成することはできません。 
新しく作成されたバージョンに移動し、 翻訳されたテ
キストおよび/または翻訳されたテキストを含む特定の
画像を追加する必要があります。 Amazonは、 指定さ
れた商品に対して自動的に言語バリエーションを作成
する場合があります。

注
コンテンツの詳細ページでは、 ローカライズするいずれかのコ
ンテンツを選択することができます。 完了したら、 「関連コンテ
ンツ」 タブに移動し、 「言語バリエーションを作成」 ボタンをク
リックします。 使用可能な言語を1つ以上選択するように指示す
るプロンプトが表示されます。 該当する言語のバリエーションを
選択し、 「作成」 をクリックします。 この手順により、 マーケット
プレイス内にコンテンツの言語バリエーションが作成されます。 
国をまたいでコンテンツをコピーするには、 次ページの 「国をま
たいだコピー」 を参照してください。
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商品紹介コンテンツのベストプラクティス 

ブランドストーリーを伝える バナー画像を使用して、 商品の使用場面を紹介しま
す。 ブランドロゴを掲載し、 すべてのASINにコンテンツを追加し、 一貫したブラン
ドエクスペリエンスを創出します。

お客様の状況および購入への障壁を把握する 返品や否定的なレビューの削減す
ることを目指して、 お客様が示す懸念 に対処してください。 カスタマーレビュー、 
返品、 お客様とのコミュニケーションに関するインサイトを取得して、 対処すべきト
ピックを特定します。

コンテンツを更新/最新化するコンテンツを定期的に更新し、 詳細情報が古くなら
ないようにします。

フリーフォームテキスト = SEOを改善する テキストと画像のキーワードは、 検索
エンジンによってインデックス付けされています。

商品価値を伝える お客様が、 貴社の商品の機能と構造に関して専門的に把握で
きるように支援します。 具体的な単語と数字が含まれた詳細な説明は、 より高い
セールスリフトに関連しています。 親切で、 親近感を持たせるものにし、
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どうすれば優れた商品紹介コンテンツが
できますか？ 
プロフェッショナルな品質の画像を使用する 商品の機能を強
調したり、 商品の使用場面を紹介したりする際の高解像度の
画像は、 より高いセールスリフトにつながります。 お客様はこ
のコンテンツを使用して商品の詳細を知るため、 商品を紹介
しない一般的な画像やライフスタイル画像を使用しないよう
にします。 画像にブランドテキストを追加する場合は、 モバイ
ルデバイスで読み取り可能な大きさであることを確認してくだ
さい。

商品が実際に使用されている場面やブランドの
アイデンティティや価値を表現する画像

画像に組み込むテキストはモバイルデバ
イスでも読みやすい大きさ

詳しい機能や特長の情報には、 具体
的なデータを記載し、 有益でわかり
やすい文体を使用する
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スペースを効果的に使用する 商品紹介コンテンツでは、 
モジュールを多様化し、 テキストと画像をバランスよく配
置することで、 余白をなくすことができます。 コンテンツ
を追加する前に、 利用可能なモジュールを調べてストー
リーボードを作成します。 比較表モジュールで、 商品ラ
イン全体の機能を強調表示します。 このモジュールは、 
より高いセールスリフトに関連しています。

商品紹介コンテンツガイドラインに従う商品説明の裏付けをとってください。 流行語を避け、 何かを保証するよう文
言は使用しないでください。 詳細なガイドラインについては、 こちら. をクリックしてください。

高解像度の画像

テキストフィールドを使い、 ブ
ランドのミッションや独自の製
造過程を説明する

スペースを有効に使い、お客
様に役立つ情報を提供する


