
商品名登録ガイドライン 

 

０． はじめに 

 STOREE SAISON では、分かりやすく簡潔な「品名」で表記することにより、商品の探しやすさを重

視したサイト作りに努めております。 

商品名を登録する際は、本ガイドラインを遵守いただきますようお願いいたします。  

※本ガイドラインに沿って登録いただくことによる、検索結果・ランキング等の表示結果への影響はご

ざいません。 

 

 1. 商品名登録ガイドライン  

(1) 使用可能文字について  

① 特殊文字、機種依存文字、「★」や「◇」などの意味を持たない文字の使用はお控えください。  

② 英数字、各記号は、半角で入力してください。  

③ 各項目は、半角スペースで区切ってください。  

※商品名、ブランド名の前後へのカッコや記号のご使用はお控えください。検索ワードから除外されて

しまいます。 

※【】は予約販売など、当社が認める場合にのみ使用ください。 

 

2. 商品名の基本体系商品名は、ユーザが商品内容を認識するために、必要な情報が過不足なく含まれ、

より有益な情報が商品名の先頭近くに来るよう、カテゴリ毎に定義する下記の体系に従って登録するこ

とを推奨いたします。  

 

■基本体系に関する説明  

カテゴリ毎の基本体系を確認するにあたって、以下のルールを遵守してください。  

(1)商品名称には、メーカー名・ブランド名とあわせて、その商品を特定することができる呼称を記載く

ださい。  

(2)ブランド名のアルファベット、カタカナ、漢字などの表記違いは、一般的に最も利用されているもの

を 1 つ記載ください。判断が難しい場合は 2 つ併記ください。  

(3)商品の属性として含まれない要素の記載は不要です。 

（例：ノーブランド製品や農作物のメーカー名・ブランド名など）  

(4)商品名称以降の各要素は、商品名称に含まれている場合は省略可能です。 

(5)商品名称以降の各要素は、商品画像から誤解なく理解できる場合は省略可能です。（例： 女性着用の

画像を用いた場合での対象性別、画像から明らかな色など）  

(6)仕様については、その商品を差別化する特徴となる要素を必要に応じて記載ください。  

(7)該当カテゴリで定義される基本体系が商品の性質に合わない場合は、他のカテゴリで近しいものを参

照ください。  

 

 



カテゴリ 品名ルール（”_”は半角スペース） 

ファッション ブランド名_商品名称_色_ サイズ  

※仕様：素材、形状 など  

＜例＞  

・⻑袖チェックシャツ メンズ 秋冬用 綿 100％ ブラック 

・DIESEL SERGE V ネックニットセーター ネイビー S サイズ 

・フレアスカート 裏地付き ブルー M サイズ 

・snidel フラワー刺繍ワンピース 17 秋冬 WHT× BLU 

靴 ブランド名_商品名称_色_サイズ_型番  

※仕様：素材、形状 など  

＜例＞  

・NIKE AIR MAX 90 ULTRA 2.0 ESSENTIAL ホワイト 875695-101  

・ビーチサンダル ボヘミアンスタイル 厚底 ホワイト 

バッグ・小物  

 

ブランド名_商品名称_仕様_色_型番  

※仕様：素材、形状 など  

＜例＞  

・PORTER スモーキー トートバッグ ブラック 592-06577 

ジュエリー・アクセサリー 

 

ブランド名_商品名称_仕様_色_型番  

※仕様：素材、形状 など  

＜例＞  

・フープピアス ステンレス ティアドロップ 

腕時計 

 

ブランド名_商品名称_仕様_色_型番  

※仕様：駆動方式（ソーラー、手巻きなど）、形状、防 水 など  

＜例＞  

・カシオ G-SHOCK マルチバンド ソーラー電池 ブラック GW-

M5610BC-1JF 

キッズ・ベビー・マタニティ  

 

ブランド名_商品名称_対象年齢_仕様_色_サイズ_型番  

※仕様：素材、形状 など  

＜例＞  

・アップリカ ラクーナコンフォート A 型ベビーカー パステルブル

ー92984  

・フリル付き⻑袖 T シャツ ピンク 90cm 

食品 メーカー名・ブランド名_商品名称_仕様_内容量_数量  

※仕様：産地、加工方法、食べ方（生食用、加熱用な ど）、原材料 

など 

＜例＞  

・黑毛和牛 A5 等級 霜降りクラシタローススライス 九州産 500g 

スウィーツ・お菓子  メーカー名・ブランド名_商品名称_仕様_内容量_数量  



 ※仕様：産地、加工方法、原材料 など  

＜例＞ 

・〇△農場 アイスクリーム ミニカップ バニラ 12 個  

・ロイズ 生チョコレート オーレ 20 粒入り 3 箱 

ソフトドリンク メーカー名・ブランド名_商品名称_仕様_内容量・容器_数量  

※仕様：産地、原材料 など  

＜例＞  

・POM ポンジュース オレンジ 1L  6 本入り×3 ケース  

・ゴッチアブルー 発泡炭酸水 イタリア産 500ml 24 本 

 

ワイン ブランド名_商品名称_ワインタイプ_品種_産地_年代_内容量_数量 

＜例＞  

・アンリ ド ブルソー シャブリ 白 シャルドネ ブルゴーニュ 2014 

750ml 

ビール、洋酒 など  

 

ブランド名_商品名称_仕様_内容量・容器_数量  

※仕様：産地、アルコール度数 など  

＜例＞  

・アサヒ スーパードライ 350ml 缶 24 本  

・ラフロイグ 15 年 200 周年記念ボトル 43 度 700ml 

パソコン・周辺機器  

 

メーカー名・ブランド名_商品名称_色_仕様_型番  

※仕様：サイズ、ハードディスク容量、メモリ容量、 CPU、MS 

Office 標準インストール など  

＜例＞  

・東芝 dynabook T75/D 15.6 型ノートパソコン プレ シャスブラッ

ク HDD1T メモリ 4GB PT75DBPB-JA2 

スマートフォン・タブレット  

 

メーカー名・ブランド名_商品名称_回線タイプ_色_仕 様_型番  

※仕様：サイズ、カメラ画素数、内部メモリ容量 など  

＜例＞  

・SONY XPERIA J1 Compact D5788 SIM フリー ホワイト 4.3 イン

チ 防水仕様 

家電 メーカー名・ブランド名_商品名称_仕様_型番  

※仕様：サイズ、色、冷蔵庫の容量、掃除機の方式、 消費電力 など  

＜例＞  

・日立 6 ドア冷蔵庫 真空チルド 505L クリスタルシ ャンパン R-

XG5100G-XN 

スポーツ・アウトドア 

 

ブランド名_商品名称_シーズン_仕様_サイズ_数量_型番  

※仕様：色、利き手、利用人数、材質 など  

＜例＞  



・タイトリスト Pro V1 ゴルフボール 2017 年モデル 1 ダース(12 

球)  

・ミズノ グローバルエリート FC ライン 硬式グラ ブ 投手用 右投

げ 1AJGH12211  

・ヨネックス フェアウェイウッド J135 ジュニア用 左利き ブルー 

インテリア・寝具・収納  

 

ブランド名_商品名称_仕様_色_型番  

※仕様：利用人数、サイズ、材質、形状、付属品 など  

＜例＞  

・IKEA KLIPPN 2 人掛けソファ グラノン ブラック 898.861.38 

日用品雑貨・文房具・手芸  

 

ブランド名_商品名称_内容量・サイズ_仕様_数量  

※仕様：材質、形状、付属品 など  

＜例＞  

・アタック Neo 抗菌 EXW パワー つめかえ用 1300g 6 個セット  

・マリメッコ ファブリック 10cm 単位 

キッチン用品・食器・調理器

具  

 

ブランド名_商品名_色_内容量・サイズ_仕様_型番 

※仕様：材質、形状、付属品、電子レンジ対応 など  

＜例＞  

・ティファール グランブルー プレミア フライパン 27cm ガス火専

用 D55106  

ペット・ペットグッズ 

 

ブランド名_商品名称_対象動物_サイズ_仕様_型番  

※仕様：色、材質、付属品 など  

＜例＞  

・首輪 小型犬用 SS サイズ レザー 

美容・コスメ・香水 

 

ブランド名_商品名称_仕様_内容量_数量  

※仕様：男性用、成分、香り など  

＜例＞  

・カネボウ KATE デザイニング アイブロウ ブラウン NEX 

おもちゃ・ゲーム 

 

ブランド名_商品名称_仕様_型番  

※仕様：対象年齢、サイズ、色、ゲーム機のスペック など  

＜例＞  

・PlayStation4 ジェット・ブラック 500GB CUH2000AB01  

・シルバニアファミリー あかりの灯る大きなお家 

車・バイク  

 

メーカー名・ブランド名_車種_仕様_色  

※仕様：駆動方式、エンジン排気量、乗車定員 など  

＜例＞  

・トヨタ プリウス S ツーリングセレクション 2WD 1800cc CVT ブ

ルー 

 


