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1. 広告掲載基準
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広告掲載基準 – 1.総則

Sources go here.

• この広告掲載基準はAmazon が管理・運用する広告（Amazonのデスクトップ、モバイルウェブ、アプリ、Amazon DSPなど）への広告掲載を希望する広告

主及び広告代理店を対象とします。

• 本書の基準を満たさないと判断した場合、Amazon は、広告掲載を拒否するか任意の時点で中止することができるものとします。

• 本書の基準を満たしていても、Amazon の裁量により不適切と判断した場合、広告掲載を拒否・停止することがあります。

• Amazonは本書を必要に応じて改定する権利を有し、広告掲載には、Amazonが提示する最新の基準が適用されるものとします。

• 広告、広告掲載により紹介されるサービスまたは商品及びリンク先サイト等については、一切の責任を広告主及び広告代理店が負うものとします。(これには、広

告主のサイト、オフィシャルSNSアカウント、Amazon ストアのブランドページなどをランディングページとする場合に、広告掲載期間中、広告バナーとランディングペー

ジの内容について矛盾が発生しないことを確保する責任、および当該責任を怠ったことから生じる法令違反についての一切の責任が含まれます。)
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広告掲載基準 – 2.広告掲載禁止商品・サービス

Sources go here.

1. Amazonの競合にあたると判断されるもの

2. アダルト関連

3. タバコ

4. 銃刀類・その他危険物

5. 賭博・カジノ

6. 消費者金融・カードローン

7. 医療機器・医療サービス

8. マルチ商法、ねずみ講等に関わる商品･サービス

9. 個人情報を取得を目的としたもの

10. 政党、宗教など特定団体への勧誘やその活動を正当化するもの

11. 違法または違法性があり、反社会的と判断されるもの
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広告掲載基準 – 3.広告掲載禁止内容

Sources go here.

1. 広告主が不明で、その他責任の所在が不明確なもの

2. 第三者の名誉、信用、プライバシー、知的財産（著作権、商標、肖像権等）を侵害する恐れがあるもの

3. 第三者に対して不法、または不当に不利益を与える恐れがあるもの

4. 他社との比較広告または業務妨害となる恐れがあるもの

5. 虚偽、誇大その他真偽が疑われると判断される表現を含んでいるもの

6. 暴力的表現、わいせつ表現、誹謗中傷、精神的圧力、差別、欠点の訴求、犯罪行為の助長など、カスタマーに不快感を及ぼす恐れがある表現を含むもの

7. カスタマーのコンプレックスを助長するもの

8. 投機、射幸心を著しくあおるもの

9. 非科学的または迷信に類するもの等カスタマーを混乱させる恐れがあるもの

10. インターネット、オンラインショッピング等の安全性を疑問視するもの

11. 商品・サービス使用前後の比較表現があるもの

12. 第三者による意見（体験談、伝聞等）があるもの

13. その他Amazonが不適切と判断した内容
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広告掲載基準 – 4.事前に掲載判断が必要な内容

Sources go here.

1. Amazonで販売している商品がプレゼントに含まれる、

プレゼントキャンペーン

2. Amazonギフト券と競合する商品券、ポイントプログラム

3. 結婚情報サービス、結婚仲介サービス

4. 化粧品、医薬部外品、健康食品

5. エステティックサロン

• Amazon で販売している商品をプレゼントとして掲載する場合、クリエイティブ（バナー及びリンク先サイト）の事

前審査を必須とします。

• タブレットPCをプレゼントとして掲載することは原則不可とします。

オンサイト配信を含む広告キャンペーンにてAmazonギフト券と競合する商品券やポイントプログラムの訴求は不可とし

ます。

実店舗を運営していることに加え、以下いずれかの条件を満たす場合に掲載可となります。

• 国内証券取引所（一部、二部、大阪、名古屋）に上場している

• Amazon指定の媒体に過去1年間に出稿実績がある

• 広告クリエイティブでは 結婚情報サービスであることを明確に表現すること

Amazonで商品を販売している企業を除き、以下いずれかの条件を満たす場合に掲載可となります。

• 国内主要証券取引所（一部、二部、大阪、名古屋）に上場している

• Amazon指定の媒体に過去1年間に出稿実績がある

• クリエイティブ（バナー及びリンク先サイト）の事前審査を必須とします。体組織を表示するなどカスタマーに不

快感や不利益を与えない表現としてください。

医療行為を伴わないサービスの場合はAmazonトップページ以外で掲載可とします。

クリエイティブ（バナー及びリンク先サイト）の事前審査を必須とします。

カスタマーに不快感や不利益を与えない表現としてください。
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広告掲載基準 – 4.事前に掲載判断が必要な内容

Sources go here.

6. ヘアケアサポート

7. 大人用おむつ、失禁用品、生理用品、避妊具、下着、水着

8. 公営ギャンブル

9. アルコール類

医療行為を伴わないサービスの場合は事前審査のもとAmazonトップページでの掲載可とします。

クリエイティブ（バナー及びリンク先サイト）の事前審査を必須とします。

• 頭皮を表示しないこと

• 薄毛、抜け毛を連想させる表現を使用しないこと

• 髪のボリュームを強調した表現をしないこと

• 施術風景の画像を表示しないこと

• 効果・効能を謳う場合は薬事法に準拠していること

Amazonトップページでの掲載は不可とします。大人用おむつ、失禁用品は条件付きトップページ掲載可とします。

※DSPセルフサービスでは、大人用おむつ、失禁用品、生理用品、避妊具、その他一部のセンシティブ商材はオンサイト配信不可となります。

主催団体による競技等の告知、および 競技の結果に影響を及ぼさない関連サービスの告知に限り、

Amazonトップページ以外で掲載可とします。

ベビー＆マタニティー、児童書籍、自動車など指定されたページ以外での掲載を可とします。

Amazonトップページでは掲載量制限を別途設定しています。

※DSPセルフサービスでは、アルコール類はオンサイト配信不可となります。

※詳細なガイドラインについては担当営業までお問い合わせください。
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広告掲載基準 – 4.事前に掲載判断が必要な内容

Sources go here.

10. 募金、物資募集、人員サポート、

フォスタープログラム、動物愛護

クリエイティブ（バナー及びリンク先サイト）の事前審査を必須とします。表現について以下の制限を設けます。

• 明るい、前向きな表現であること。暗い、悲しい等ネガティブな印象を与えないこと

• 死を連想させる表現を使用しないこと

• 「今困っている状況」を伝えるもの等、カスタマーに義務感を醸成させる表現を使用しないこと

• 怪我、弱っている、泣いている、虐待を連想させるものや、無表情、上目使いによりカスタマーに訴えかける

印象の写真を使用しないこと

11. 金融商品 FX、国債、株式については以下条件付にて掲載可とします。

• 金融先物取引業の登録など法令上必要な登録や届出等がなされていること

• 過去1年間に行政処分の対象となっていないこと

12. その他Amazonの事前承認が必要となる商品・サービス
• ポータルサイト

• ソーシャルメディア

• タブレット、電子書籍、および関連するアプリ

• クラウドコンピューティング

• 医薬品(詳細なガイドラインについては担当営業までお問い合わせください。 )
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広告掲載基準 – 4.事前に掲載判断が必要な内容

Sources go here.

1. Amazon取扱商品のメーカーによる広告
• 広告の目的が商品販促の場合は、Amazon内のページにリンクしてください。

• 広告の目的がブランディングの場合は、以下条件を満たしている場合に限りAmazon外のサイトにリンクすることを

可とします。

1. 広告バナーのリンク先（一階層目）に、商品購入機能がない

2. 広告バナーのリンク先のファーストビュー（縦550ピクセル以内）に、商品購入機能を持つページへのリンクが

ない

3. バナーおよびリンク先に、Amazon以外のサイトでの商品購入を促す表現が含まれていない

4. ランディングページにAmazonのトラッキングタグ（Pixel）が設置されている

2. 出店型出品者による広告 出店型出品者によるAmazon取扱商品の広告は、すべてAmazon内のページにリンクしてください。

誘導先に関する制限がある場合
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広告掲載基準 – 5.掲載可否についてのお問合せ

Sources go here.

オンライン広告の掲載可否については、必要事項をご記入の上、以下のアドレスまでメールにてお問合せ下さい。

掲載判断に関するお問合せアドレス：

マネージドサービス： jp-ad-request@amazon.co.jp

件名：【掲載判断依頼】広告主名／サービス名

必要事項

• 広告会社名/代理店名

• 広告主名

• 会社概要URL

• リンク先URL

• 告知商品／サービス名称（内容）

• キャンペーン予定時期

セルフサービス： jp-dsp-support@amazon.com

件名：【AmazonDSP-SS掲載可否】広告主名/サービス名

必要事項
• 代理店名：
• 広告主名：
• 広告主企業URL：
• 訴求商材：
• 掲載フォーマット：
• 配信面：
• 遷移先：
• 予算(グロス)：
• キャンペーン予定時期：
• 配信希望セグメント：
• 懸念点：

mailto:jp-ad-request@amazon.co.jp
mailto:jp-dsp-support@amazon.com
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入稿と広告掲載までのスケジュール

Sources go here.

マネージドサービスのご入稿はAmazonのマネージドサービス専用入稿システム”Creative Manager”をご利用いただきます。

使用マニュアルはこちらからご確認いただけます。

10営業日前

お申込

広告掲載に関する
契約メールを担当営業より

お送りします。
ご同意の返信を

お願いいたします。

9-5営業日前

ご入稿依頼/事前審査

入稿システム
”Creative Manager”より
ご入稿依頼通知メールが

届きます。

4営業日前

（午後5時）

ご入稿

ご入稿物の詳細は
こちらをご確認ください。

3-1営業日前

審査/配信設定

配信開始
当日

配信開始

※ Amazon制作によるクリエイティブ(マーキー、動画広告、eコマース広告等)及び、通常の審査以外の確認事

項が発生するもの(カスタマーレビュー、医薬品等)はスケジュールが異なりますのでご注意ください。

※ DSPセルフサービスのご入稿方法、掲載までのスケジュールは別途担当者までお問合せください。

※ 審査の結果ご修正が必要な場合、
修正版のご入稿から配信開始まで4営業日となります。

※ 最終ご入稿後の差戻しを防ぐため、
訴求内容の事前相談ご活用やお早目のご入稿を
推奨いたします。

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec/creativemanager
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3.広告仕様
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広告仕様 - 1.バナー仕様 プレミアム クロススクリーン・パッケージ

Sources go here.

商品名 掲載面
バナーサイ

ズ
(ピクセル)

容量
上限

ファイ
ル形式

枠線
CTA
使用

バナーごとの固有の注意点
フォント
サイズ

セー
フエ
リア

同時
入稿本数

略称

プレミアム
クロススクリー

ン・
パッケージ

デスクトッ
プ配信

300x250
50K
B

・GIF
・JPG
・PNG

バナー広告のエリアを明確に区別するため、バ
ナーの背景色を白または淡い色をとする場合は枠
線が必要です。枠線を設ける場合、罫線は1ピクセ
ル以上で、黒、青などの濃色を推奨します。背景
色または枠線の色が薄く、バナー広告のエリアが
明確でないと判断された際には修正いただく場合
がございます。

※広告エリアが明確となる背景色を使用する場合、
枠線は必須ではありません

可 -

9.5ポイント以上

（免責・注意書きは
9ポイント以上）

-

各サイズ
2本まで

※1キャンペーンの
出稿金額が300万円
以上の場合、各サイ
ズ4本まで入稿可能。

PremiumCros
s

1940x500
(表示サイズ
970×250)

200K
B

・GIF
・JPG
・PNG

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は2ピクセル以上

テキスト
のみ可

(ボタン不可)

• バナー内文言は最大80文字(広告主ロ
ゴ・テキスト、免責表示、著作権表
示等の注意書きは含みません)

• 使用するフォントは最大4種まで(た
だしフォントの形状、サイズ、色、
スタイルを含めてカウント。ロゴと
CTAはカウント外。)

• 表示するロゴは最大3種(ただし表示
が義務付けられたロゴ（CEROレー
ティング等）はカウント外

メインコピーとその他の
テキストは36ポイント以

上80ポイント以下
（免責・注意書きはゴ
シック体フォントまたは
類似フォントの24ポイン
ト以上30ポイント以下で、

最大1行）

-

モバイル
配信

640x100
(表示サイズ
320x50)

20K
B

・JPG
・PNG

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は1ピクセル以上

テキストのみ
可

(アンダーラ
イン・ボタン

不可) -

22ポイント以上
（免責・注意書きは
13ポイント以上）

-

600x500
(表示サイズ
300x250)

50K
B

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は2ピクセル以上

可 22ポイント以上
（免責・注意書きも
22ポイント以上）

※ パッケージ商品のため、基本的に全サイズの入稿が必要です。利用するターゲティング・アルコールなど商材によっては掲載面が限定されるため入稿が必要ないサイズもあります、詳細はお問い合わせください。
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広告仕様 - 2.バナー仕様 リーチパッケージ

Sources go here.

商品名 掲載面
バナーサイズ
(ピクセル)

容量上
限

ファイル
形式

枠線
CTA
使用

バナーごとの固有の注意点
フォント
サイズ

セーフ
エリア

同時
入稿本数

略称

リーチパッケージ

デスクトップ
配信

300x250

50KB
・GIF
・JPG
・PNG

バナー広告のエリアを明確に区別するため、バ
ナーの背景色を白または淡い色をとする場合は枠
線が必要です。枠線を設ける場合、罫線は1ピク
セル以上で、黒、青などの濃色を推奨します。背
景色または枠線の色が薄く、バナー広告のエリア
が明確でないと判断された際には修正いただく場
合がございます。

※広告エリアが明確となる背景色を使用する場合、
枠線は必須ではありません

可 -

9.5ポイント以上

（免責・注意書きは
9ポイント以上）

-

各サイズ
2本まで

※1キャンペーンの出
稿金額が300万円以上
の場合、各サイズ4本

まで入稿可能。

Reach

300x600

モバイル
配信

640x100
(表示サイズ
320x50)

20KB

・JPG
・PNG

テキストのみ可
(アンダーライン・

ボタン不可)

-

22ポイント以上

（免責・注意書きは
13ポイント以上）

-

600x500
(表示サイズ
300x250)

50KB 可上記同様、枠線が必要な場合
罫線は2ピクセル以上

22ポイント以上

（免責・注意書きも
22ポイント以上）

※ パッケージ商品のため、基本的に全サイズの入稿が必要です。利用するターゲティング・アルコールなど商材によっては掲載面が限定されるため入稿が必要ないサイズもあります、詳細はお問い合わせください。
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広告仕様 - 3.バナー仕様 エンゲージメントパッケージ(CPC) 

Sources go here.

商品名 掲載面
バナーサイズ
(ピクセル)

容量上
限

ファイル
形式

枠線
CTA
使用

バナーごとの固有の注意点
フォント
サイズ

セーフ
エリア

同時
入稿本数

略称

エンゲージメント
パッケージ
(CPC)

デスクトップ
配信

300x250

50KB

・GIF
・JPG
・PNG

バナー広告のエリアを明確に区別するため、バ
ナーの背景色を白または淡い色をとする場合は枠
線が必要です。枠線を設ける場合、罫線は1ピク
セル以上で、黒、青などの濃色を推奨します。背
景色または枠線の色が薄く、バナー広告のエリア
が明確でないと判断された際には修正いただく場
合がございます。
※広告エリアが明確となる背景色を使用する場合、
枠線は必須ではありません

可 -

9.5ポイント以上

（免責・注意書きは
9ポイント以上）

-

各サイズ
2本まで

※1キャンペーン
の出稿金額が300
万円以上の場合、
各サイズ4本まで

入稿可能

CPC

300x600

1940x500
(表示サイズ
970×250)

200KB
上記同様、枠線が必要な場合

罫線は2ピクセル以上

テキスト
のみ可

(ボタン不可)

・バナー内文言は最大80文字(広告主ロ
ゴ・テキスト、免責表示、著作権表示等
の注意書きは含みません)
・使用するフォントは最大4種まで(ただ
しフォントの形状、サイズ、色、スタイ
ルを含めてカウント。ロゴとCTAはカウ
ント外。)
・表示するロゴは最大3種(ただし表示が
義務付けられたロゴ（CEROレーティング
等）はカウント外

メインコピーとその他のテ
キストは36ポイント以上80

ポイント以下

（免責・注意書きはゴシッ
ク体フォントまたは類似
フォントの24ポイント以上
30ポイント以下で、最大1

行）

モバイル
配信

640x100
(表示サイズ
320x50)

20KB

・JPG
・PNG

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は1ピクセル以上

テキストのみ可
(アンダーライン・

ボタン不可)

-

22ポイント以上

（免責・注意書きは
13ポイント以上）

-

600x500
(表示サイズ
300x250)

50KB

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は2ピクセル以上

可

22ポイント以上

（免責・注意書きも
22ポイント以上）

1242x375
(表示サイズ
414x125)

100KB
可

（他要素より目立
たないこと）

-
40ポイント以上

（免責・注意書きは
30ポイント以上）

960x375
のエリア
内にテキ
ストや画
像を収め
ること

※ パッケージ商品のため、基本的に全サイズの入稿が必要です。利用するターゲティング・アルコールなど商材によっては掲載面が限定されるため入稿が必要ないサイズもあります、詳細はお問い合わせください。
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広告仕様 - 4.バナー仕様 コンバージョンパッケージ(ROAS) 

Sources go here.

商品名 掲載面
バナーサイズ
(ピクセル)

容量上
限

ファイル
形式

枠線
CTA
使用

バナーごとの固有の注意点
フォント
サイズ

セーフ
エリア

同時
入稿本数

略称

コンバージョン
パッケージ
(ROAS)

デスクトップ
配信

300x250

50KB

・GIF
・JPG
・PNG

バナー広告のエリアを明確に区別するため、バ
ナーの背景色を白または淡い色をとする場合は
枠線が必要です。枠線を設ける場合、罫線は1
ピクセル以上で、黒、青などの濃色を推奨しま
す。背景色または枠線の色が薄く、バナー広告
のエリアが明確でないと判断された際には修正
いただく場合がございます。
※広告エリアが明確となる背景色を使用する場
合、枠線は必須ではありません

可 -

9.5ポイント以上

（免責・注意書きは
9ポイント以上）

-

各サイズ
2本まで

※1キャンペーン
の出稿金額が
300万円以上の
場合、各サイズ4
本まで入稿可能

ROAS

160x600

1940x500
(表示サイズ
970×250)

200KB
上記同様、枠線が必要な場合

罫線は2ピクセル以上
テキストのみ可
(ボタン不可)

・バナー内文言は最大80文字(広告主ロゴ・
テキスト、免責表示、著作権表示等の注意
書きは含みません)
・使用するフォントは最大4種まで(ただし
フォントの形状、サイズ、色、スタイルを
含めてカウント。ロゴとCTAはカウント
外。)
・表示するロゴは最大3種(ただし表示が義
務付けられたロゴ（CEROレーティング等）
はカウント外

メインコピーとその他の
テキストは36ポイント以

上80ポイント以下

（免責・注意書きはゴ
シック体フォントまたは
類似フォントの24ポイン
ト以上30ポイント以下で、

最大1行）

-

モバイル配信

640x100
(表示サイズ
320x50)

20KB

・JPG
・PNG

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は1ピクセル以上

テキストのみ可
(アンダーライ
ン・ボタン不可)

-

22ポイント以上

（免責・注意書きは
13ポイント以上）

-

600x500
(表示サイズ
300x250)

50KB

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は2ピクセル以上

可

22ポイント以上

（免責・注意書きも
22ポイント以上）

1242x375
(表示サイズ
414x125)

100KB
可

（他要素より目立
たないこと）

-

40ポイント以上

（免責・注意書きは
30ポイント以上）

960x375
のエリア内
にテキスト
や画像を収
めること

※ パッケージ商品のため、基本的に全サイズの入稿が必要です。利用するターゲティング・アルコールなど商材によっては掲載面が限定されるため入稿が必要ないサイズもあります、詳細はお問い合わせください。
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広告仕様 - 5.バナー仕様 コンバージョンパッケージ(CPA)

Sources go here.

商品名 掲載面
バナーサイズ
(ピクセル)

容量上
限

ファイル
形式

枠線
CTA
使用

バナーごとの固有の注意点
フォント
サイズ

セーフ
エリア

同時
入稿本数

略称

コンバージョン
パッケージ
(CPA)

デスクトップ
配信

300x250

50KB

・GIF
・JPG
・PNG

バナー広告のエリアを明確に区別するため、バ
ナーの背景色を白または淡い色をとする場合は
枠線が必要です。枠線を設ける場合、罫線は1
ピクセル以上で、黒、青などの濃色を推奨しま
す。背景色または枠線の色が薄く、バナー広告
のエリアが明確でないと判断された際には修正
いただく場合がございます。
※広告エリアが明確となる背景色を使用する場
合、枠線は必須ではありません

可 -

9.5ポイント以上

（免責・注意書きは
9ポイント以上）

-

各サイズ
2本まで

※1キャンペーン
の出稿金額が300
万円以上の場合、
各サイズ4本まで

入稿可能

CPA

160x600

1940x500
(表示サイズ
970×250)

200KB
上記同様、枠線が必要な場合

罫線は2ピクセル以上
テキストのみ可
(ボタン不可)

・バナー内文言は最大80文字(広告主ロ
ゴ・テキスト、免責表示、著作権表示等
の注意書きは含みません)
・使用するフォントは最大4種まで(ただ
しフォントの形状、サイズ、色、スタイ
ルを含めてカウント。ロゴとCTAはカウ
ント外。)
・表示するロゴは最大3種(ただし表示が
義務付けられたロゴ（CEROレーティン
グ等）はカウント外

メインコピーとその他のテ
キストは36ポイント以上80

ポイント以下

（免責・注意書きはゴシッ
ク体フォントまたは類似
フォントの24ポイント以上
30ポイント以下で、最大1

行）

モバイル
配信

640x100
(表示サイズ
320x50)

20KB

・JPG
・PNG

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は1ピクセル以上

テキストのみ可
(アンダーライ
ン・ボタン不可)

-

22ポイント以上

（免責・注意書きは
13ポイント以上）

-

1242x375
(表示サイズ
414x125)

100KB -
40ポイント以上

（免責・注意書きは
30ポイント以上）

960x375
のエリア内
にテキスト
や画像を収
めること

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は2ピクセル以上

可
（他要素より目立
たないこと）

※ パッケージ商品のため、基本的に全サイズの入稿が必要です。利用するターゲティング・アルコールなど商材によっては掲載面が限定されるため入稿が必要ないサイズもあります、詳細はお問い合わせください。
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広告仕様 - 6.バナー仕様 決済完了パッケージ

Sources go here.

商品名 掲載面
バナーサイズ
(ピクセル)

容量上
限

ファイル
形式

枠線
CTA
使用

バナーごとの固有の注意点
フォント
サイズ

セーフ
エリア

同時
入稿本数

略称

決済完了
パッケージ

デスクトップ
配信

300x250

50KB
・GIF
・JPG
・PNG

バナー広告のエリアを明確に区別するため、バ
ナー の背景色を白または淡い色をとする場合

は枠線が必
要です。枠線を設ける場合、罫線は1ピクセル以
上で、黒、青などの濃色を推奨します。背景色
または枠線の色が薄く、バナー広告のエリアが
明確でないと判断された際には修正いただく場
合がございます。

※広告エリアが明確となる背景色を使用する場
合、枠線は必須ではありません

可 -

9.5ポイント以上

（免責・注意書きは
9ポイント以上）

-

各サイズ
2本まで

※1キャンペーン
の出稿金額が300
万円以上の場合、
各サイズ4本まで

入稿可能

TYP

300x600

モバイル
配信

640x100
(表示サイズ
320x50)

20KB
・JPG
・PNG

テキストのみ可
(アンダーライ
ン・ボタン不可)

-

22ポイント以上

（免責・注意書きは
13ポイント以上）

-

※ パッケージ商品のため、基本的に全サイズの入稿が必要です。利用するターゲティング・アルコールなど商材によっては掲載面が限定されるため入稿が必要ないサイズもあります、詳細はお問い合わせください。
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広告仕様 - 7.バナー仕様 BTFパッケージ

Sources go here.

商品名 掲載面
バナーサイズ
(ピクセル)

容量上
限

ファイル
形式

枠線
CTA
使用

バナーごとの固有の注意点
フォント
サイズ

セーフ
エリア

同時
入稿本数

略称

BTF
パッケージ

デスクトップ
配信

300x250

50KB

・GIF
・JPG
・PNG

バナー広告のエリアを明確に区別するため、バ
ナーの背景色を白または淡い色をとする場合は枠
線が必要です。枠線を設ける場合、罫線は1ピク
セル以上で、黒、青などの濃色を推奨します。背
景色または枠線の色が薄く、バナー広告のエリア
が明確でないと判断された際には修正いただく場
合がございます。

※広告エリアが明確となる背景色を使用する場合、
枠線は必須ではありません

可 -

9.5ポイント以上

（免責・注意書きは
9ポイント以上）

- 各サイズ
2本まで

※1キャンペーン
の出稿金額が300
万円以上の場合、
各サイズ4本まで

入稿可能

BTF

160x600

モバイル
配信

1242x375
(表示サイズ
414x125)

100KB
・JPG
・PNG

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は2ピクセル以上

可
（他要素より目立
たないこと）

-
40ポイント以上

（免責・注意書きは
30ポイント以上）

960x375
のエリア内
にテキスト
や画像を収
めること

※ パッケージ商品のため、基本的に全サイズの入稿が必要です。利用するターゲティング・アルコールなど商材によっては掲載面が限定されるため入稿が必要ないサイズもあります、詳細はお問い合わせください。
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広告仕様 - 8.バナー仕様 モバイルウェブパッケージ

Sources go here.

商品名 掲載面
バナーサイズ
(ピクセル)

容量上
限

ファイル
形式

枠線
CTA
使用

バナーごとの固有の注意点
フォント
サイズ

セーフ
エリア

同時
入稿本数

略称

モバイルウェブ
パッケージ

モバイル配信

600x500
(表示サイズ
300x250)

50KB

・JPG
・PNG

バナー広告のエリアを明確に区別するため、バ
ナーの背景色を白または淡い色をとする場合は
枠線が必要です。枠線を設ける場合、罫線は1
ピクセル以上で、黒、青などの濃色を推奨しま
す。背景色または枠線の色が薄く、バナー広告
のエリアが明確でないと判断された際には修正
いただく場合がございます。枠線が必要な場合

罫線は2ピクセル以上です。

※広告エリアが明確となる背景色を使用する場
合、枠線は必須ではありません

可 -

22ポイント以上

（免責・注意書きも
22ポイント以上）

- 各サイズ
2本まで

※1キャンペーン
の出稿金額が
300万円以上の
場合、各サイズ4
本まで入稿可能

MW

1242x375
(表示サイズ
414x125)

100KB
可

（他要素より目立
たないこと）

-

40ポイント以上

（免責・注意書きは
30ポイント以上）

960x375
のエリア内
にテキスト
や画像を収
めること

※ パッケージ商品のため、基本的に全サイズの入稿が必要です。利用するターゲティング・アルコールなど商材によっては掲載面が限定されるため入稿が必要ないサイズもあります、詳細はお問い合わせください。
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広告仕様 - 9.バナー仕様 Amazon DSP マネージドサービス

※ 第三者配信はモバイルではお受けできません。

掲載面
バナーサイズ
(ピクセル)

容量上
限

ファイ
ル
形式

枠線
CTA
使用

バナーごとの固有の注意点
フォント
サイズ

セーフエリア
Amazonロ

ゴ
同時

入稿本数
略称

デスクトップ
配信

300×250

50KB

・GIF
・JPG
・PNG

バナー広告のエリアを明確に区別するた
め、バナーの背景色を白または淡い色を
とする場合は枠線が必要です。枠線を設
ける場合、罫線は1ピクセル以上で、黒、
青などの濃色を推奨します。背景色また
は枠線の色が薄く、バナー広告のエリア
が明確でないと判断された際には修正い
た だ く 場 合 が ご ざ い ま す 。
※広告エリアが明確となる背景色を使用
する場合、枠線は必須ではありません。

可

9.5ポイント以上

（免責・注意書きは
9ポイント以上）

-

Amazonロ
ゴは基本不
要

※Amazon
ロゴ(又はタ
グロゴ)あり
を使用する
場合は、ロ
ゴなしも入
稿いただく
場合があり
ます。KPIに
より必要可
否が異なり
ますので担
当まで事前
にご確認く
ださい。

全サイズ入
稿の場合、
最大合計10
本まで
※全サイズ
揃っていな
い場合は最
大合計8本ま
で

DSP

160×600

300x600

728×90

1940x500
(表示サイズ
970×250)

200KB
上記同様、枠線が必要な場合

罫線は2ピクセル以上

テキストのみ
可

(ボタン不可)

• バナー内文言は最大80文字(広告主ロゴ・テキ
スト、免責表示、著作権表示等の注意書きは含
みません)

• 使用するフォントは最大4種まで(ただしフォン
トの形状、サイズ、色、スタイルを含めてカウ
ント。ロゴとCTAはカウント外。)

• 表示するロゴは最大3種(ただし表示が義務付け
られたロゴ（CEROレーティング等）はカウン
ト外

メインコピーとその他のテ
キストは36ポイント以上
80ポイント以下

（免責・注意書きはゴシッ
ク体フォントまたは類似
フォントの24ポイント以
上30ポイント以下で、最

大1行）

モバイルウェ
ブ・アプリ配

信

640×100
(表示サイズ
320×50)

50KB

・JPG
・PNG

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は1ピクセル以上

テキストのみ
可

(アンダーラ
イン・ボタン

不可）

22ポイント以上

（免責・注意書きは
13ポイント以上）

各サイズ2本
まで

※1キャンペー
ンの出稿金額
が300万円以
上の場合、各
サイズ4本まで
入稿可能。

600×500/
300x250も可
(表示サイズ
300x250)

50KB

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は2ピクセル以上

可

22ポイント以上

（免責・注意書きも
22ポイント以上）

1242×375
(表示サイズ
414×125)

200KB

可
（他要素より
目立たないこ

と）

40ポイント以上

（免責・注意書きは
30ポイント以上）

960x375のエリア
内にテキストや画
像を収めること

不要

※すべてのクリエーティブサイズが配信されることは保証いたしません
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広告仕様 - 10.バナー仕様 Amazon DSP セルフサービス

※ 第三者配信はモバイルではお受けできません。

掲載面
バナーサイズ
(ピクセル)

容量上限
ファイル
形式

枠線
CTA
使用

フォント
サイズ

セーフエリア Amazonロゴ
同時

入稿本数
略称

デスクトップ
配信

300×250

50KB

・GIF
・JPG
・PNG

バナー広告のエリアを明確に区別するため、
バナーの背景色を白または淡い色をとする
場合は枠線が必要です。枠線を設ける場合、
罫線は1ピクセル以上で、黒、青などの濃色
を推奨します。背景色または枠線の色が薄
く、バナー広告のエリアが明確でないと判
断された際には修正いただく場合がござい
ます。
※広告エリアが明確となる背景色を使用す
る場合、枠線は必須ではありません。

可

9.5ポイント以上

（免責・注意書きは
9ポイント以上）

-

Amazonロ
ゴは基本不
要

※Amazon
ロゴありを
使用する場
合は、タグ
ロゴであれ
ばオフサイ
トのみ使用
可。詳細は
担当まで事
前にご確認
ください。

広告会社の
規定による

DSP-SS

160×600

300x600

728×90

1940x500
(表示サイズ
970×250)

200KB
上記同様、枠線が必要な場合

罫線は2ピクセル以上

テキストのみ可
(ボタン不可、アン
ダーライン可）

• バナー内文言は最大80文字(広告主ロゴ・テ
キスト、免責表示、著作権表示等の注意書き
は含みません)

• 使用するフォントは最大4種まで(ただしフォ
ントの形状、サイズ、色、スタイルを含めて
カウント。ロゴとCTAはカウント外。)

• 表示するロゴは最大3種(ただし表示が義務付
けられたロゴ（CEROレーティング等）はカ
ウント外

メインコピーとその他
のテキストは36ポイン
ト以上80ポイント以下
（免責・注意書きはゴ
シック体フォントまた
は類似フォントの24ポ
イント以上30ポイント
以下で、最大1行）

モバイルウェ
ブ・アプリ配信

640×100
(表示サイズ
320×50)

200KB
※２

・JPG
・PNG

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は1ピクセル以上

テキストのみ可
(アンダーライン・
ボタン不可）

22ポイント以上

（免責・注意書きは
13ポイント以上）

600×500/
300x250も可
(表示サイズ
300x250)

上記同様、枠線が必要な場合
罫線は2ピクセル以上

可

22ポイント以上

（免責・注意書きも
22ポイント以上）

1242×375
(表示サイズ
414×125)

可
（他要素より目立
たないこと）

40ポイント以上

（免責・注意書きは
30ポイント以上）

960x375のエリア
内にテキストや画
像を収めること

不要

※１すべてのクリエーティブサイズが配信されることは保証いたしません。 ※２モバイルウェブのオフサイト配信は、容量上限が50KBとなります。
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広告仕様 – 11.バナー仕様・注意事項

Sources go here.

バナー1本につき1ヵ所。ポップアンダー、ポップアップ不可。セキュリティポップアップ表示不可。

キーワード検索結果ページのリンク先を使用する場合、下記の条件を必須とする。

1. クリエイティブに掲載する商品画像は検索結果の1ページ目に表示されること。

2. 検索ワードはキャンペーンの内容と整合性があるものにすること。

3. ASIN (Amazon内商品コード）を指定する場合は、最大で18点までとする。

背景色 • 広告エリアを明確に区別するため、バナーの背景色を白とする場合は枠が必要です。枠を設ける場合、罫線は1ピクセル以上、(600x500,1242x375,1940x500ピ

クセルは2ピクセル以上)で、黒・青などの濃色を推奨します。背景色または罫線の色が薄く、広告エリアが明確でないと判断された際には修正いただく場合がございます。

※広告バナーが明確に独立している場合、罫線は不要。

広告表現 • バナーの表示要素

会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれかのロゴマークまたはテキストは必須です。

o コピー 10～15文字程度3行までを推奨します。

o 商品画像1種類までを推奨します。

• Amazonブランドのオレンジフォント色（HEX#FF9900とHEX＃E47911）は使用不可。

• 文字が小さく、視認性が低いと判断された際は修正いただく場合がございます。

• 以下のような、OSやWebブラウザの機能を模倣したりカスタマーに誤解を与える表現を使用禁止とします。

-検索ウィンドウやドロップダウンに見せかけたフェイク広告、チェックボックスや指マーク

-リンク先が貼ってあるようにみえるギミック広告

リンク先

CTA “今すぐチェック”などの文言がテキスト表記で使用可能です。サイズによりアンダーライン・ボタンの使用可否は異なるので各仕様をご確認下さい。また、”今すぐ購入”などの強

い表現は、お客様に不快感を与える恐れがあるため、使用不可。

角丸バナー使用禁止。ALTテキスト不可。

アニメーションgifはループ回数3回まで。

その他
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広告仕様 – 12.入稿バナーサンプル

Sources go here.

テキストや主要なイメージ画像を配置する

セーフエリア(960x375ピクセル)

デバイスの解像度次第で表示されないエリア

全てのデバイスで表示されるエリア

入稿サイズ
(1242x375ピクセル)

2ピクセル以上の
枠線

1242x375ピクセル

OKNG

1. テキストや画像がセーフエリアからはみ出してレイアウトされている。

2. カスタマーの使用する端末によってセーフエリアをはみ出した画像やテキスト
は切り取られてしまいます。

セーフエリア(960x375ピクセル)

セーフエリアを確認できるツールを公開中です。こちらからダウンロードできますのでご活用ください。

https://m.media-amazon.com/images/G/09/advertising/spec/Safearea._V519251948_.pptx
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広告仕様 – 12.掲載NG例

Sources go here.

640×100ピクセル

OK
NG

1. 背景色を白とする場合クリエイティブには外枠が
必要となります。

2. 広告主の会社名もしくはブランド名のロゴまたは
テキストの表示が必要となります。

1. 角が丸くなったクリエイティブは使用できません。

2. 下線付き表示リンクは使用できません。

1. 最小フォントサイズは22ポイントとなります。

2. クリエイティブには外枠が必要となります。
※この例ではバナー下辺に枠線がないためNG
となります。

OKNG

OKNG
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広告仕様 – 12.掲載NG例

Sources go here.

OK

NG

1940x500ピクセル

❶広告主を明確にする必要があるため、Amazonランキングのロゴ
より広告主のロゴを大きくしてください。
詳細は「広告表現について - 2.注意事項（インリンクのみ）」をご
覧ください。

❷使用するフォントは最大4種までとし、フォントの形状、サイズ、色、
スタイルを含めてカウントします。ただしロゴとCTAはカウント外とします。
左のNG例の場合、「売れ筋ランキング1位」、 「洗練された生活家
電」 、「お手軽簡単なキッチンアイテム誕生」、「NEW」、「切り替え」
かつ「タイマー」、それぞれにつく「も」、「ぐるっ」、「と回すだけ」をそれぞ
れカウントし、8種となるためNGです。(Amazonランキング引用に必
要なカテゴリー表示等の必要情報は注意書きとして扱いカウントには
含めません。)
コピーをふきだしや、丸囲みなどで囲った場合でもロゴとは扱わず、コ
ピー扱いとします。

❶
❷

❷

❷
❷
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広告仕様 – 12.掲載NG例

Sources go here.

1940x500ピクセル

❶Amazonコンテンツからの独立性を保つため、白ま
たは薄い色を背景とする場合、2ピクセルのはっきりと見
える枠線が必須です。

❷バナー内の文言は80文字を最大とします。（広告
主ロゴ・テキスト、免責表示、著作権表示等の注意書
き、「今すぐチェック」等のCTAは含みません）

❸使用するフォントは最大4種までとし、フォントの形状、
サイズ、色、スタイルを含めてカウントします。ただしロゴ
とCTAはカウント外とします。

❹メインコピーとその他のテキストは、36ポイント以上で
なければなりません。

OK

NG



31 Amazon Confidential  |

広告仕様 – 12.掲載NG例

Sources go here.

1940x500ピクセル

OK

NG

①メインコピーとその他のテキストは、80ポイントを越え
てはいけません。

②クリックを促す表現(CTA)はボタン表示は不可、
「今すぐチェック」などのテキストでの表現としてください。

③表示するロゴは最大3種までとします。
（表示が義務付けられたロゴ※CEROレーティング等
はカウント外とします。）
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広告仕様 – 12.掲載NG例

Sources go here.

OK

NG

1940x500ピクセル

❶会社名、ブランド名、商品名、サービス名の
いずれかのロゴマークまたはテキストを入れてくだ
さい。

❷免責・注意書きテキストはゴシック体フォント
の24ポイント以上30ポイント以下で、最大1行。
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広告仕様 – 13. タグに関する規定

Sources go here.

タグの種類

第3者配信

入稿について

iframe またはJava Script（iframe 推奨） Secureタグ（SSL準拠）での入稿が必須となります。

Googleなど第3者配信で利用可能なアドサーバーは下記のURLを参照ください。
https://advertising.amazon.com/ad-specs/en/policy/approved-3p-ad-servers 

• 事前審査のため、配信タグ、掲載バナー、リンク先URLの入稿が必要です（第3者配信の場合はアドサーバーの配信設定完了の上で入稿してください）

• 第３者配信をご希望の場合は、配信会社名と連絡先を含め担当営業までお問い合わせください。

• その他規定は、本仕様書に準拠してください。

注意事項

• トラッキング、調査、第３者配信をご希望の場合は、入稿前に担当営業までお問い合わせください。

• 第３者配信はモバイル配信の600x500(300x250),640x100(320x50),1242x375ではお受けできません。DSPセルフサービスでは、オフサイトのモバイ
ルアプリで第3者配信可能（DCMに限る）です。第3者配信において、タグ読み込み時（入稿～配信期間中～終了まで）は、随時広告が表示されるよう
設定してください。

• デスクトップ決済完了カンバス・デスクトップ決済完了レクタングル・モバイル決済完了では第3者配信を含むAmazon発行のタグ/Google Marketingのタグ
以外は利用できません。

• 商品カテゴリーをターゲットとして含むラインアイテムでは調査、トラッキング、第３者配信などAmazon発行以外のタグは利用できません。リマーケティング、カテ
ゴリーなどによりタグを活用できない場合があります、最新のタグに関する規定については担当営業までお問い合わせください。

• パッケージ商品でトラッキングタグを利用する場合は、入稿デバイス、バナーサイズ毎に異なるタグの設定はできません。デバイスの単位などタグを分ける必要があ
る場合は、担当営業までお問い合わせください。

• モバイル配信ではリダイレクト計測をご利用いただけないため、クリック計測のみデバイス別の設定が可能です。その他、複数タグの利用については担当営業まで
お問い合わせください。

※ Amazonが提供するレポートはサードパーティーで計測されたデータは含みません。Amazonでの計測値、サードパーティーでの計測値の乖離については保障外となります。Amazon配信システムの配信数に基づき請求致します。

※ サードパーティータグの設置、システム不具合などによるトラッキング不備、配信不備に関して、Amazonは一切の責任を負いません。

https://advertising.amazon.com/ad-specs/en/policy/approved-3p-ad-servers


34 Amazon Confidential  |

4.マーキー広告
仕様

34 Amazon Confidential  |
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マーキー広告仕様 - 1.掲載条件とスケジュール

Sources go here.

広告主審査

制作方法

入稿締切

ご提供いただいた各素材（商品画像、ロゴ等）を使用し、 Amazonで最終的なクリエイティブを作成します。

基本的な進行は下記の通りです。但し内容により異なるケースもありますのでご発注後担当者にお問い合わせください。

オリエン・素材受注 → 静止画デザイン確認 → 動画プレビュー確認

• 制作期間に15営業日要します。

• すべての素材とリンク先URLを事前に納品ください。

• Amazonにて素材確認時、不具合、広告掲載基準違反などが発見された場合、修正作業をお願いすることとなります。

※入稿期限に間に合わない、入稿素材に不備があった場合には掲載開始が遅れる可能性がありますのであらかじめご了承ください。 必要制作期間より余裕を

持った納品をお願いいたします。

広告主審査がございます。掲載可否はお問い合わせください。
Amazon取扱い商品のお取引先が広告主の場合、リンク先はAmazonサイト内へのインリンクが原則となります。アウトリンクの場合は担当者にご相談
ください。
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マーキー広告仕様 - 2.仕様書

Sources go here.

サイズと背景色

入稿素材

クリエイティブ表現上の

注意事項

• 800 x 78ピクセル(表示サイズ：400 ⅹ 39ピクセル) 
• 背景色: ダークブルー（HEX #232F3E）

※Amazonのサイトのデザインに準じます。 背景色の変更は不可となります。

• ロゴ(ベクタ形式、W420ピクセル以上)、フォント（指定される場合のみ）、商品写真、コピーおよびブランドガイドライン
• 他媒体で利用した広告ビジュアル (デザインの際の参考にさせていただきます)
• 必要に応じて、広告で使用される商品名、型番、ASIN（アマゾン内商品コード）

• マーキーおよびすべてのクリエイティブに、 [広告]の表記の設置が義務づけられています。設置場所のご希望がある場合は、素材入稿時にお知らせください。
• マーキーに掲載する要素は原則として以下の4点とし、その他の要素はランディングページにて表記します。

1. 企業名または商品名のロゴおよびテキスト
2. キャッチコピー ＊背景色と対象の色を設定いたします
3. 商品画像
4. 「今すぐチェック」「詳しく見る」などのCTA(Call To Action)テキスト
※（ただし、ボタンデザインは不可）

• 広告掲載基準に準じてすべてのクリエイティブ、コンテンツを、Amazonが審査、判断します。
• 12ポイント以上、20ポイント以下のフォントサイズでデザインします。
• Amazonのセキュリティおよびプライバシー・ポリシーにより、第三者配信によるコンテンツ配信を禁じます。
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5. 動画広告仕様

37 Amazon Confidential  |
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動画広告仕様 - 1.掲載条件とスケジュール

Sources go here.

• ご提供いただいた各素材（背景画像・動画）を使用し、 Amazonで最終的なクリエイティブを作成します。必ず音声付きの動画をご用意ください。

• 背景素材入稿の場合、動画サイズ・位置は固定で変更はできません。

• 詳細は入稿シートがありますので、担当までお問合せください。

• すべての素材を必要制作期間前に納品ください。下記スケジュールに動画審査期間は含まれません。

• Amazonにて素材確認時、不具合、広告掲載基準違反などが発見された場合、修正作業をお願いすることとなります。

※入稿期限に間に合わない、入稿素材に不備があった場合には掲載開始が遅れる可能性がありますのであらかじめご了承ください。必要制作期間より余裕を持った納品をお願いいたします。

1. 制作方法

2. 入稿締切

3. サイズ • 掲載箇所によりサイズが異なります。下記の表をご参照ください。

仕様パターン 必要制作期間

背景素材入稿 ４営業日

パッケージ サイズ

動画広告プレミアムパッケージ W600xH500ピクセル（表示サイズW300×H250ピクセル）

動画広告ROSパッケージ

W600xH500ピクセル（表示サイズW300×H250ピクセル）

W1242xH375ピクセル（表示サイズW414×H125ピクセル）

W1940xH500ピクセル（表示サイズW970×H250ピクセル）
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動画広告仕様 - 2.仕様書

Sources go here.

※動画サイズ・位置につきましては、次ページをご参照ください。

動画

• 動画ファイル：MP4 、M4V 、MOV 、MPEG 、AVI 、DV

• アスペクト：推奨W1920xH1080ピクセル、16:9必須

• ファイルサイズ：500MB（動画再生時間：3分以下）

背景画像

• 会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれかのロゴマークまたはテキストを入れてください。

• コピーを入れてください。フォントの種類・サイズは次ページをご参照下さい。

• 背景画像 3サイズ (規定容量) : 
W600xH500ピクセル (40KB以下)
W1242xH375ピクセル (100KB以下) ※セーフエリアが存在します。次ページをご参照下さい。
W1940xH500ピクセル (200KB以下)

リンク先

・ https:// から始まるセキュアページ

4. 入稿素材
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動画広告仕様 - 2.仕様書

Sources go here.

600x500ピクセル (表示300x250ピクセル) 1242x375ピクセル (表示414x125ピクセル)

1940x500ピクセル (表示970x250ピクセル)

・ フォントサイズ22ポイント以上
・ コピー20文字程度

・ フォントサイズ36ポイント以上80ポイント以下
・ コピー20文字程度
・ CTAテキストのみ可
・ 使用するフォントは最大4種まで(ただしフォントの形状、サイズ、色、
スタイルを含めてカウント、ロゴとCTAはカウント外)
・ 表示するロゴは最大3種まで

4  背景素材入稿 イメージサンプル ・ フォントサイズ40ポイント以上
・ コピー20文字程度
・ CTAテキストのみ可
・ セーフエリア(W960xH375ピクセル)内に必要情報を収める

セーフエリア(960x375ピクセル)
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動画広告仕様 - 2.仕様書

Sources go here.

7. 仕様と動作 • バナー天地の50%以上がインビューとなった際に、動画がミュート状態で自動再生します。

• 自動再生はループせず、初回のみ自動再生し、再生完了後は静止画のポスターイメージで止まります。

• タブレット端末及びモバイル端末では動画、またはアニメーションをクリックした時には、音声付きフルスクリーンで再生します。

• 広告の帯部分をクリックすることで、指定のランディングページに誘導します。

• 動画のResumeボタンを押すことで再生をプレイバックする事が可能です。

• 動画の再生時間は、3分以下とします。

6. 注意事項

8. 入稿バナー例
①

②

③

①ロゴ
②コピー
③CTA

• 広告表現における注意事項や禁止事項は各掲載枠別のクリエイティブ規定に準じます。

• タブレットはモバイルトップレクタングルの規定に準じます。

• 広告ポリシーチェックを行う場合、48時間頂いております。

• レイアウト、デザインの詳細につきましては担当者にお問い合わせください。デザイン例はこちらに掲載しております。

• 広告掲載基準に準じてすべてのクリエイティブ、コンテンツを、Amazonが審査、判断します。

• Amazonのセキュリティおよびプライバシー・ポリシーにより、第三者配信によるコンテンツ配信、また、無断での計測用タグなどの埋め込みを禁じます。

• 最大同時掲載本数は2本。差し替えはできません。
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動画広告仕様 - 3.入稿バナーサンプル

Sources go here.

デザイン例：

1940x500
(表示970x250ピクセル)

600x500 
(表示300x250ピクセル) 

表示300x250ピクセル1242x375
(表示414x125ピクセル)
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動画広告仕様 - 3.入稿バナーサンプル

Sources go here.

1242x375(表示414x125ピクセル) セーフエリアイメージ

テキストや主要なイメージ画像を配置する

セーフエリア(960x375ピクセル)

デバイスの解像度次第で表示されないエリア

全てのデバイスで表示されるエリア

入稿サイズ
(1242x375ピクセル)

2ピクセル以上の
枠線
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6.eコマース
広告仕様

44 Amazon Confidential  |



45 Amazon Confidential  |

eコマース広告仕様 - 1.掲載条件とスケジュール

Sources go here.

制作方法

入稿締切

ご提供いただいた情報を使用し、 Amazonで最終的なクリエイティブを作成します。
制作に必要な情報は、入稿シートにご記入のうえご入稿ください。入稿シートは担当までお問い合わせください。

• すべての素材を必要制作期間前にご入稿ください。
• カスタマーレビュー広告は、内容により確認が必要になるため、最大9営業日必要です。

※入稿期限に間に合わない、入稿素材に不備があった場合には掲載開始が遅れる可能性がありますのであらかじめご了承ください。
必要制作期間より余裕を持ったご入稿をお願いいたします。

仕様パターン 必要制作期間

カスタマーレビュー広告あり 9営業日

その他 ４営業日
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eコマース広告仕様 - 2.仕様書

Sources go here.

サイズ

入稿素材

• デスクトップ：W160xH600 、W300xH250 、W728xH90 、W300xH600 、W1940xH500(ピクセル)

• モバイル：W600xH500(表示サイズ300x250) 、W640xH100(表示サイズ320×50) 、

W1242xH375(表示サイズ414×125) (ピクセル)

※W1940xH500(ピクセル)にカスタムイメージを使用する事はできません。

必須：商品の ASIN (Amazon内商品コード）、キャンペーンゴール（最適化のため）
任意：ロゴ、ヘッドライン、カスタマーレビュー（強く推奨）、カスタムイメージ、インプレッション/クリックトラッキングツール
※上記内容を入稿シートにご記入のうえご入稿ください。入稿シートは担当までお問い合わせください。
※カスタムイメージ使用時、カスタムイメージとは別にロゴ、ヘッドラインの指定はできません。ロゴ、ヘッドラインの表示を希望される場合は、カスタムイメージに含んで
頂くようにお願いします。

利用可能フォーマット 必須：今すぐチェック広告
任意：クーポン広告、カート広告、カスタマーレビュー広告
※医薬品・医療機器、動物医薬品はカスタマーレビュー広告、カートに入れる広告は利用できません。
※ターゲットしたベンダーパワードクーポン（VPC)、セラーパワードクーポンは、クーポン広告の実施はできません。
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eコマース広告仕様 - 2.仕様書

Sources go here.

注意事項 • 制作はAmazonが行います。
• 1セットに設定できる商品は１～５商品となります。カスタムイメージ使用時は、1セット1商品のみの設定となります。
• バナーに表示されるのは、商品画像またはカスタムイメージと各種eコマース機能となります。
• マーキー、セラーセントラル、タブレットの掲載枠はeコマース広告の対象ではありません。
• リンク先はAmazonの商品詳細ページになります。
• 最大同時掲載数は各メニューの規定に準じます。
• 原則差し替え禁止となります。
• 各フォーマットごとのレポートはご提供できません。
• フォーマット毎の配信比率は設定できません。
• 上記サイズに記載しているサイズ以外のサイズは実施できませんのでご了承ください。
• アルコール商材は、カスタムイメージにアルコールの自主規制文言の記載が必須です。詳細は担当までお問い合わせください。
• 商品にタイムセール、クーポン、定期おトク便のいずれかの割引が適用されている場合、「今すぐチェック広告」フォーマットに割引タイプと割引率（割引額）が

バッジ形式で自動表示されます。カスタムイメージ使用時は、バッジ表示は適用されません。

* 複数の割引が適用されている場合、割引率の高い方が表示されます (例：クーポン10%OFFと定期おトク便5%OFFが両方適用されている場合、クーポ
ン10%OFFが表示されます)。

* モバイルのW640xH100(表示サイズ320×50) の場合は、従来の「今すぐチェック広告」デザインと割引種類と割引率（割引額）の表示デザインが自動
で切り替わって表示されます。詳細は「eコマース広告仕様 - 3.入稿イメージサンプル 」をご覧ください。

* アマゾンはダイナミックに生成するクリエイティブにおいて、より効果を高めるためにサイズ・構成要素・フォーマットなどを随時テストをしております。このため、効果
向上のために媒体資料・仕様書に規定のないクリエイティブ・フォーマットで出稿される場合があります。
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eコマース広告仕様 - 3.入稿イメージサンプル

Sources go here.

今すぐチェック広告（必須）

他のサイズのサンプル ※サイズよりグレーの背景が自動で設定されます
1

2

商品画像

①：カスタムイメージ

②：eコマース部

商品名

クーポン広告 カート広告 カスタマーレビュー広告

ロゴ

ヘッドライン

サイズ・パターン別、カスタムイメージ使用時のサンプルはこちらをご参照ください。

https://advertising.amazon.com/resources/ad-specs/en/ecommerce/#example-creative
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eコマース広告仕様 - 3.入稿イメージサンプル

Sources go here.

タイムセールの場合 クーポンの場合 定期おトク便の場合

割引率
（割引額）

タイムセールの
タイプ

モバイルW640xH100

●%OFFクーポン
●円OFFクーポン

モバイルW640xH100

●%OFF
●円OFF

「定期おトク
便」

モバイルW640xH100

※モバイルのみ2つのデザインが自動で
切り替わって表示されます

※モバイルのみ2つのデザインが自動で
切り替わって表示されます

※モバイルのみ2つのデザインが自動で
切り替わって表示されます

「今すぐチェック広告」フォーマットに割引タイプと割引率（割引額）がバッジ形式で自動表示されます。カスタムイメージ使用時は表示されません。
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7. Amazon 
DSPビデオ広告
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Amazon DSPビデオ広告仕様 - 1.掲載条件とスケジュール

Sources go here.

• すべての動画素材一式とリンク先URLを入稿と広告掲載までのスケジュールに準じて納品ください。

• Amazonにて素材確認時、不具合、広告掲載基準違反などが発見された場合、修正作業をお願いすることとなります。

※入稿期限に間に合わない、入稿素材に不備があった場合には掲載開始が遅れる可能性がありますのであらかじめご了承ください。

• 入稿締切

• 注意事項
• 広告表現における注意事項や禁止事項は、本仕様書に準じます。

• 第三者配信の際の注意事項については「第三者配信に関する規定」ページをご参照ください。

• 動画には、広告主や商品、サービスを明確に表す名前またはロゴを含める必要があります。

• 最大同時掲載本数は2本です。差し替えは出来ません。
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Amazon DSPビデオ広告仕様 - 2.仕様書

Sources go here.

5秒以上30秒以内• 動画再生時間

インストリーム動画・アウトストリーム動画• 広告フォーマット

W1920xH1080ピクセル（16:9）• アスペクト

４Mps• 推奨動画ビットレート

動画: H.264, MPEG-2, or MPEG-4; 音声: MP3 or AAC • コーデック

デスクトップ・モバイル WEB・モバイル DSP (配信デバイスの選択は出来かねます)• デバイスタイプ

• ファイル形式 MP4, WebM, or FLV

• 第三者配信【第三者配信プログラムはAmazonの認定ベンダーのみの取り扱いとなります）認定ベンダーについてはお問い合わせください。

• 配信形式 • Amazon配信

24fps• 動画フレームレート

100MB• 容量上限

192kbps / 44khz • 推奨音声

外部サイトのみ（オンサイト配信不可）• 掲載面
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8.入稿規定

53 Amazon Confidential  |



54 Amazon Confidential  |

入稿規定 - 1.入稿ファイルフォーマット

入稿規定はマネージドサービスでの内容です、セルフサービスについては個別に担当広告会社にお問い合わせください。

レポートを区別するため、ご入稿時はバナーのデザイン、リンク先毎に識別子をご指定の上、下記のフォーマットでCreative Managerにアップロードしてください。

入稿バナーが1種類の場合でも必須です。

注意事項

1. 管理画面に表示されるクリエイティブ名は下記の規則に則ってAmazonで作成いたします。

①国名_②広告主名_③キャンペーン名_④ Creative種別_⑤パッケージ名略称_⑥サイズ_⑦識別子_⑧開始日

2. 識別子の使用可能文字は半角英数字とハイフン”-”です。アンダーバー、そのほかの記号、空白、全角文字は

使用できません。”A”, “B”等ではなく、バナーのデザインや訴求内容を表す、よりわかりやすい識別子を推奨いたします。

3. バナーファイルデザインの種類が1種類であっても識別子のご指定は必須です。

4. 識別子のご指定がない場合、またはサイズ毎に指定されている等、規定に沿わないご指定の場合、

修正を依頼する場合がございます。

パッケージごとの

LineID
識別子 バナーファイル

バナーファイル自体のファイル名には規定がありません。

制作時に使用されたもののままで構いません。

配信結果のレポートは識別子（左図例：CoffeeBottle）と

サイズ、開始日等でご確認ください。
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入稿規定 - 2.掲載・入稿等に関する注意点

入稿規定はマネージドサービスでの内容です、セルフサービスについては個別に担当広告会社にお問い合わせください。

2.1 広告掲載について 1. Amazonサイトのレイアウトは予告なく変更されることがあります。また、イベント等による期間限定のレイアウト変更の際は、 一時的に広告が停止されることが
あります。

2. 広告掲載可否を判断する権限はAmazonが保有します。

3. 広告掲載期間中、バナー、及びリンク先に不備が発覚した際、問題が解決されるまで配信を停止させる場合があります。

4. 同一掲載面に競合他社の広告原稿及び情報が記載される場合があります。

5. インプレッション保証の商品は掲載期間および常時掲載を保証するものではありません。

6. 各広告商品が指定する掲載場所につきましては、在庫状況によっては必ずしも指定された全ての掲載面に掲載されない場合や 掲載比率が変動する場合が
ございます。

2.3 入稿不備について 1. 入稿に不備がある場合や審査の結果修正が発生した場合、修正版をご入稿いただいてから配信開始までに再度審査の工程が発生するため、
掲載開始日を変更させていただく場合がございます。またこの場合、購入インプレッションが保証されない場合があります。

2.4 クリエイティブ配信比率に

ついて

1. パッケージメニューにおいて同時掲載本数が2本以上の場合、入稿時にクリエイティブ配信比率を下記よりご指定ください。
ご指定がない場合、 「ランダム配信」が自動的に適用されます。

 ランダム配信 : 最適化アルゴリズムが適応されます。

 均等配信 : 全てのバナーがほぼ均等に露出されます。

 ウェイト : 任意の比率で露出されます。入稿時、各バナーの配信比率を記載ください。
(例) バナーA:30／バナーB:20／バナーC:10

Amazon DSPではメニューの特性上、クリエイティブ配信比率のご指定はできません。
パッケージメニューにおいてもサイズ毎のクリエイティブ配信比率のご指定はできません。

2.2 レポートについて 1. 配信後のレポートでは、インプレッション数、クリック数、クリック率をご報告します。
2. 各掲載位置毎の配信インプレッションは提供できません。
3. レポートの提出日は、掲載終了後、約2週間後の送付を目安としております。
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入稿規定 - 2.掲載・入稿等に関する注意点

入稿規定はマネージドサービスでの内容です、セルフサービスについては個別に担当広告会社にお問い合わせください。

1. 土日、祝日の掲載開始は原則不可となります。一部商品にて可能な場合もありますが掲載確認時間が翌営業日の正午までとなります。

2. 掲載開始初日は午前0時を広告掲載開始時間とし、同日正午までを掲載確認時間としております。
掲載確認時間内の万が一の掲載調整不良につきましては補てん措置の対象外となりますのでご了承ください。

3. 広告コンテンツ入稿が遅れた場合およびガイドラインに合致しない場合、購入インプレッション数の達成のために
Amazonは掲載開始が遅れた日数分の掲載延長を行う権利を有します。

2.5 掲載開始および

掲載確認時間

について

1. インプレッション保証の商品は掲載期間および常時掲載を保証するものではありません。

2. 各広告商品が指定する掲載場所につきましては、在庫状況によっては必ずしも指定された全ての掲載面に掲載されない場合や
掲載比率が変動する場合がございます。

2.6 商品のアローワンスについて

1. 掲載中の案件のバナー差替えおよび広告ローテーションタイプの変更は原則平日のみ週に１回まで可能です。Amazon DSPの場合は原則平日のみ
月に1回まで可能です.

2. 差替え原稿の入稿締切は、原則、事前にすべての原稿を入稿する場合のみ可能で、通常入稿と同じく差替え希望日の4営業日前17時 となります。

2.7 差替えについて

1. フルブラウザなどの携帯端末からの閲覧や、ユーザーのブラウザ設定、ファイアウォール、セキュリティソフトその他の設定や環境によっては、広告が掲載されない、

リンク先に飛ばないなどの可能性がございます.

2.    モバイルは、iOS及びAndroidのスマートフォンのみで広告を掲載します。

2.8 広告表示環境について

2.9 クリエイティブ第三者配信・

調査・計測の第三者タグ

入稿

1. クリエイティブの第三者配信、調査・計測の第三者タグ入稿がある場合は、ご入稿時に下記項目をご記載ください。
 ベンダー名 (DoubleClick (Google)・Sizmek 他)
 タグの種類 (クリエイティブ・計測)
 計測タイミング(Impression・Click)
 設置希望のバナー識別子

※第三者配信の詳細は「広告仕様 ＞8.第三者配信に関する規定」をご参照ください。



57 Amazon Confidential  |

9.広告表現に
ついて

57 Amazon Confidential  | Sources go here.
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広告表現について - 1.注意事項（インリンク・アウトリンク共通）

Sources go here.

Amazonサイト内インリンク、アウトリンク 共通ルール

1. Amazonの広告審査基準に基づくクリエイティブ審査を行います。

審査の結果、広告掲載を拒否する場合や広告内容の変更・修正を求める場合があります。あらかじめご了承ください。

Amazonパントリー・Amazonフレッシュ・Amazon Alexa等に関係する訴求を行う場合、事前に担当営業までお問い合わせください。
※Amazonトップページは掲載面制限がございます。詳細は 「Amazonトップページ表現規制」 を参照ください。

2. 広告の主体者を明確にするため、バナークリエイティブには下記のいずれかを記載してください。

会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれかのロゴマークまたはテキスト

Amazonマーケットプレイス出店者のインサイドリンクの場合は、店舗名も可とします。

※テキストを使用する場合は、「提供：○○」など広告の責任所在が明確になる表記としてください。

※ブランド名、商品名、サービス名は、商標登録された名称・マークのみ可とし、商標登録がない場合は必ず会社名を明記してください。

※いずれの場合もリンク先ページに広告主体者の会社名、住所、連絡先（電話番号またはメールアドレス）が記載されていることを必須とします。

※上記は商品画像や文章中表記で代替することは不可とします。

3. 最大級・絶対的表現、及び優位性表現を使用する場合、出典や第三者機関による過去1年以内の調査データ等客観的裏付を明記してください。
（ [掲載可否クリエイティブサンプル] 参照）

4. 薬機法、景品表示法、その他広告等表示に関する法令を遵守していただくことを前提に、バナー上で効果・効能をうたう場合はリンク先ページに
根拠を明記してください。

※効果・効能の保証表現と誤認される恐れがある場合、文言の修正またはバナー上に根拠を明記していただく場合があります。

5. バナーに記載されている内容は、必ずリンク先ページにも記載されていなければなりません。リンク先はhttps://から始まるセキュアページである必要があります。

(これには、広告主のサイト、オフィシャルSNSアカウント、Amazon ストアのブランドページなどをランディングページとする場合に、広告掲載期間中、広告バナーとラ
ンディングページの内容について矛盾が発生しないことを確保する責任、および当該責任を怠ったことから生じる法令違反についての一切の責任が含まれます。)

（例）広告において「50％オフ」を謳っている場合、リンク先ページにおいても、その商品が「50％オフ」であると記載されていること。
（例）バリエーションが複数ある商品を訴求する場合、バナーと同じものをリンク先ページでも表示させること。
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広告表現について - 1.注意事項（インリンク・アウトリンク共通）

Sources go here.

6. バナーのメッセージが不明瞭（訴求商品やリンク先サイトとの関連性がはっきりしない、疑問形で終わる等）と判断される場合、部分を修正いただくことがあります。

7. 「今すぐチェック」等クリックを促す表現はカスタマーがリンク先で享受できうるもののみ可とします。
また、「今すぐ購入」「Buy Now」など強い表現は使用できません。
使用可能例：「今すぐチェック」、「詳しく見る」、「詳しくはこちら」等

8. 画像の解像度が極端に低い、または文字が視認不可と判断される場合、該当部分を修正いただくことがあります。

9. 掲載広告からソフトウェアのダウンロードをさせる場合、カスタマーには事前にインストールに関わる明白な情報を開示しソフトウェアの削除方法および
インストールをしない選択肢を提供するものとします。

10. 新商品訴求の場合は、発売日情報を入稿時にお知らせください。尚、当該品目の発売後1年を超えて、または次の新製品の発売後 「新」「新製品」「New」等、
時間的優位性表現をバナー上で使用することはできません。

11. 掲載広告のリンク先URLは正しく動作・稼動しているものを入稿ください。
※キャンペーンの都合上、入稿時にサイト更新がされていない場合は必ず入稿メールにその旨を記載し、リンク先全体のキャプチャ、もしくはプレビューURLを
合わせてご送付の上、掲載開始の1営業日前までにリンク先が正しく更新されているようにしてください。掲載開始後にリンク先サイトに不備が発見された場合、
Amazonは掲載一時停止を行う権利、及び掲載遅延・一時停止によるショートデリバリーの解消のため、キャンペーン延長を行う権利を有します。

12. E-mailアドレスやファイルへのリンク、作成中サイトにリンクさせることは禁止します。

13. バナーコピーの感嘆符「！」や疑問符「？」の使用は、一つのバナーに一つまでです。また感嘆符/疑問符/記号などの連続使用 はできません。

不可の例：「！？」「？！」「・・」「。。」「、、」「---」など。句読点以外の一般的ではない記号は使用不可です。不可の例：「♡」「☆」

※Amazonサイト内にインリンクする広告については、追加ルールがあります。こちらをご覧ください。
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広告表現について - 2.注意事項（インリンクのみ）

Sources go here.

Amazonサイト内にインリンクする広告に関する追加ルール

1. 対象商品が購入可能である期間のみインリンクする広告を掲載可能とします。

発売前の商品については、「予約受付中」または「発売日(●月●日発売等)」をバナー記載を推奨します。

2. 参考価格を広告に掲載することは不可とします。

3. Amazonが販売主となる商品の販売価格はAmazonの裁量にて変動する為、原則として広告に対象商品の販売価格・割引率（割引額）を

表示することはできません。例外的に、下記ルールを遵守する場合に限り、販売価格・割引率（割引額）への言及をすることが可能です。

a. Amazonとの共同施策として、キャンペーン期間中（＝バナーが訴求している割引や販売価格の提供期間中）価格が広告に記載の価格に固定されること

（詳細につきましては、Amazon担当者とご相談ください）。

b. 原則、キャンペーン期間中（＝バナーが訴求している割引や販売価格の提供期間中）のみバナーの掲載が確保されること。キャンペーン期間外にバナーが掲載される場合は、

キャンペーン期間をバナー上に明記してください。また、バナーに販売価格を表示する場合は、キャンペーン期間中・期間外の掲載に関わらず、キャンペーン期間をバナーに明記してください。

c. 販売価格や割引率（割引額）訴求のバナーの掲載期間は１か月を上限とします。

※以下のケースは上記ルールの対象外となります。

・VPC（Amazonクーポン）単体・VPCと定期おトク便の組み合わせキャンペーン、またはeコマース広告を使用する場合。

・定価販売の本や、広告主がセラーであり、当該セラーのみ取り扱いがある商品等の販売価格を掲載する場合。

（その際、広告掲載期間が消費税増税の時期と被る場合は、注意が必要）

なお、広告掲載期間中に在庫がなくなった場合や、バナーで訴求している販売価格・割引率（割引額）が維持されない場合は掲載を停止させていただきます。

ご了承ください。
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広告表現について - 2.注意事項（インリンクのみ）

Sources go here.

4. 在庫状態についての言及は不可とします。（「残りわずか」等）

5. 「数量限定」等、商品の供給量が著しく限定される表現を使用する場合、数量をリンク先に記載してください。また、購入者が限定される等、
購入に制約がある場合には、原則としてその旨をバナー上に記載してください。（例えば、プライム会員限定商品の画像を広告バナー上で表示する場合や、
広告の対象商品の全て又は大半がプライム会員限定である場合は、プライム会員限定である旨またはプライム会員限定商品を含む旨をバナー上に表示してください。）

6. 「最大○○％還元」「最大○○％OFF」「最大○○円割引」「○○％～○○％還元」、「○○％～○○％OFF」等を表示する場合には、
以下のルールが遵守されている期間のみ掲載可能とします。

a. リンク先の対象商品の最大割引率または最大還元率は、掲載期間中を通して、原則として対象商品の１０％以上を占めること。

b. 掲載期間中、持続可能な最大割引率・最大還元率を使用すること。

c. 最大割引率または最大還元率が適用されるストア、コーナーまたは対象商品が明確になっていること。

d. 「在庫がなくなり次第終了」などの記載の有無にかかわらず、最大割引率または最大還元率の商品の在庫がなくなった場合には掲載を停止する。

7. Amazonが販売・配送を行う商品に対して「送料無料」は使用できません。Amazonの送料ついてバナーで訴求する場合には下記のいずれかの文言を
記載してください。

a. 配送料無料（一部除く）

b. 通常配送無料（一部除く）

c. Amazon.co.jpが発送する商品は、配送料無料（条件あり）

※ 広告のリンク先が別途作成されるキャンペーンページの場合、当該キャンペーンページのトップなどの見やすい場所に、８ポイント以上の文字で以下の注意書きを記載する

“配送料無料 ※Amazon.co.jpが販売発送する商品が対象となります。（条件あり）

※配送料の詳細についてはこちら（配送料についてのヘルプへのリンクを貼る）”
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広告表現について - 2.注意事項（インリンクのみ）

Sources go here.

8. Amazonランキングの引用については、別に定める「ランキング情報の引用ガイドライン」を順守することが条件となります。

※広告上でAmazonランキングロゴを使用する場合、広告主催者がわかるように、貴社名または貴社ロゴをAmazonランキング商標よりも大きく表示すること。

※バナーの流用時でもランキングエビデンスは入稿時に都度お知らせください。

9. Amazonカスタマーレビューをバナーで利用する際にはeコマース広告を利用してください。レビューの引用は、１５件以上のレビュー数があること、３．５以上の

星の数があることなど規定があります。別に定める「Amazon.co.jp カスタマーレビュー掲載について」を順守してください。

Amazon制作ランディングページでのご使用については担当者にお問い合わせください。

https://ams-amazon.my.salesforce.com/sfc/p/#80000000KwTX/a/80000000Heet/4gdirVBDV93UbI0ELTeMAiD1XPS_zlMdDkFybA3qceo
https://ams-amazon.my.salesforce.com/06980000003EwNa
https://ams-amazon.my.salesforce.com/sfc/p/#80000000KwTX/a/80000000Heet/4gdirVBDV93UbI0ELTeMAiD1XPS_zlMdDkFybA3qceo
https://ams-amazon.my.salesforce.com/sfc/p/80000000KwTX/a/80000000DFbm/bBGUq7BIbaFjEb8bP_wN.yt4SRu5nokDF1FxQko9q58
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広告表現について - 2.注意事項（インリンクのみ）

Sources go here.

10. 「大特価」「超特価」「激安」等の強調表示は原則禁止します。なお、以下の場合、「特価」「セール」「バーゲン」「お買い得」「お得」等の値引き用語の使用は、

下記ルールを遵守する場合に限り、使用することが可能です。

a. 通常価格と比較して5%以上値引きしていること

b. 通常価格より値引きされている商品が全体の10％以上であること（極めて限定されていないこと）

c. 値引き期間が１ヶ月以内であること

d. 値引きの根拠をバナーに明記すること(スペースの関係でバナー上の記載が難しい場合、リンク先ページのファーストビュー（縦550ピクセル以内）にわかりやすく根拠が明記されている事が

条件になります。)

e. 販売価格からの値引きであること

(例)

・レジ前割引を実施している場合

・BXGY(Xを買うとYがOFF等)を実施している場合

・割引クーポン付与を実施している場合

・定期おトク便対象商品の場合

・まとめ買いで割引の場合

・通常品に比べてお得の根拠が何らかの数値で明らかになる場合
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広告表現について - 3.禁止事項

Sources go here.

Amazonによる事前の許諾なしに広告素材及びリンク先サイト等にAmazonおよびAmazonギフト券の商標(テキスト・ロゴ)を使用することを禁止します。

※法人向けAmazonギフト券 ブランド(商標)利用案内ページはこちらをご覧ください。詳細はお問い合わせください。

http://www.amazon.co.jp/giftcard/corp/tm

1. セキュリティポップアップを表示させる広告を禁止します。

2. 薬機法、景品表示法、その他広告等表示に関する法令に抵触する広告表現、法律で禁止されている行為を連想させる表現を禁止します。

3. 広告主または広告代理店が日本音楽著作権協会（JASRAC）を含む、著作権等管理事業者の管理楽曲、その楽譜、及び／又は歌詞を使用する

広告を出稿する場合、広告主または広告代理店は広告を出稿する前にインターネットCM配信利用の申込みを行うなど、必要な権利許諾を得る必要が

あります。

（参考：http://www.jasrac.or.jp/info/network/business/cm.html）

4. Amazonによる事前の許諾なしに、（個人の特定が可能かどうかを問わず）ユーザの個人情報を集めることを禁止します。

5. カスタマーのコンピュータの設定や環境に変更を加えるなど、Amazonに対するユーザビリティを侵害する広告および広告表現を禁止します。

6. バナー、及びリンク先ファーストビュー（縦550ピクセル以内）において商品・サービス使用前後の比較表現（Before & After）を禁止します。

7. バナー、及びリンク先ファーストビュー（縦550ピクセル以内）において第三者による意見（体験談、伝聞等）と判断される表現を禁止します。

http://www.amazon.co.jp/giftcard/corp/tm
http://www.jasrac.or.jp/info/network/business/cm.html
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広告表現について - 3.禁止事項

Sources go here.

8. カスタマーに不快感を与えるもの、サイトの提供サービスに負荷を与えるもののほか、以下の広告表現を禁止します。

• Amazonとそのサイト、ブランドを想起させるような広告表現、他のコンテンツと広告の見分けをあいまいにする表現（[掲載可否クリエイティブサンプル]参照）

• Amazonサイト内のナビゲーションを妨げる、他社広告を妨害する表現

• 点滅アニメーション、過剰なアニメーション、実際は機能しないHTMLドロップダウンやサーチフォーム表現等の使用

• 当選を連想させる過剰な広告表現

• 紙幣、通貨（またはそれに類似するもの）を連想させる表現

• ネットショッピングの安全性・利便性について不安を煽る表現

• カスタマーの同情心に訴えかける、罪悪感を与える表現

• 選挙の事前運動、選挙運動（またはこれらに類似する行為）および公職選挙法に抵触する恐れのある表現

• 水着、下着、寝間着、アダルト系コスチュームの着用画像、極端に肌が露出した画像（「掲載可否クリエイティブサンプル」参照）

9. 広告枠の共同購入や連合広告は原則不可とします。また、ダブルブランドについては次の条件に沿った表記でない場合は掲載不可とします。

• 止め画面において、広告において訴求しているプロモーションの主体者が明確であること (「提供：○○」等で広告主名を明確に表記してください)

• 同時に複数の企業が掲出されている場合、その必然性や関連性が明確であること

• 同時に複数の企業が掲出されている場合、主従関係が明確であり、カスタマーを惑わすことがない内容であること

10. 広告またはリンク先ページでのポップアップ、ポップアンダー広告の使用は禁じられています。

11. 氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断使用したものは掲載できません。



66 Amazon Confidential  |

広告表現について - 4.Amazonトップページ表現規制

Sources go here.

全般の禁止事項に加え、Amazonトップページは、様々な世代や、嗜好のお客様が訪れる場所のため、独自の規制があります。

1. 背景色、背景画像に写真、パターンあるいはテキストを使用する場合はシンプルかつ控えめなものとします。

2. ロゴ、テキスト、およびボタン等の要素はAmazonのサイトデザインに影響を与えないものとします。

Amazonロゴと視覚的に競合するものや、拡大縮小・タイピングさせるアニメーション等、極端に目立つ表現は使用できません。

3. 振動、フラッシュ、点滅等の過度なアニメーション表現や、再生スピードが速くカスタマーに不快感を与える恐れのあるものは掲載できません。

4. モーショングラフィックスを使用したアニメーション、および動画の自動再生はエンターテインメント系（映画、DVD、ビデオゲーム、テレビ 等）の広告主のみ可能です。

音声はカスタマーのクリックによって開始され、音声再生時にはミュートボタンの表示が必要となります。また、長さ、再生・一時停止機能、カスタマー当たりの掲載頻

度の制限をかけることとします。リプレイはカスタマーのクリックによって開始されるものとします。動画は第三者配信でのみ実施可能です。

5. 恐怖、暴力、冒涜、論争の多い表現、性的描写、明らかに成人のみを対象とした表現の製品、またはメッセージは掲載できません。

6. 銃、銃に関連する部品、ナイフ、こん棒、火薬、爆発物等の他、武器全般に見えるものは掲載できません。また、イラストでの表示、玩具等の場合でも武器全般

に見えるものは掲載できません。

7. 生理用品、避妊具等の製品、メッセージは掲載できません。
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広告表現について - 5.掲載可否クリエイティブサンプル

Sources go here.

1. 水着、下着、寝間着、アダルト系コスチュームの着用画像、銃刀類の表現、極端な肌の露出表現については、カスタマーに不快感を与えると判断した場合、
掲載は不可とします。

2. 最大級・絶対的表現は、第三者機関による直近の客観的裏付を明記してください。

3. Amazonとそのサイト、ブランドを想起させるような広告表現、他のコンテンツと広告の見分けをあいまいにする表現。

OKNG

2016/4/01~2016/4/18まで

• 全体レイアウト・デザインおよびテキストや外枠の色とサイズなど、Amazonコンテンツに酷似している場合、

カスタマーの混乱を招くため掲載不可とします。

Amazonコンテンツとの類似に関する具体例

• 外枠の罫線の色、太さ

• ヘッドラインの色（Amazonカラー＝オレンジ）

• ヘッドライン、テキストその他のフォント、大きさ

• テキスト部分下部の「...続きを読む」リンク風表記

• 価格表示の色、フォント

• 「おすすめ度 ★★★★★」の表記

• 最下部「> ・・・の詳細をすべて見る」の箇条書き行頭文字

価格を記載する場合は、「Amazonサイト内にインリンクする広告に関する追加ルール」の販売価格についての条

件を満たした場合のみ、記載を可とします。
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10.各種資料

68 Amazon Confidential  |
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各種資料

Sources go here.

• Amazon広告媒体資料はAmazon Advertisingウェブサイトにていつでもご確認いただけます。
http://www.amazon.co.jp/advertising

• 「Amazonギフト券」の商標についての詳細は下記よりご確認いただけます。
法人向けAmazonギフト券 ブランド(商標)利用案内ページ
http://www.amazon.co.jp/giftcard/corp/tm

• Amazon DSP広告における 「Amazon」の商標利用については下記よりご確認いただけます。
商標利用についてのガイドライン
※「Amazon」の商標利用については随時お問い合わせください。

http://www.amazon.co.jp/advertising
http://www.amazon.co.jp/giftcard/corp/tm
https://ams-amazon.my.salesforce.com/sfc/p/80000000KwTX/a/800000008oGB/J3Vetp.MvZxw_ZNeUZvE8HueAcYdhZiBX8v_shQ_Vek
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11.お問合せ窓口
Amazonへの広告掲載に関するお問合せは、以下のアドレスをご利
用下さい。

マネージドサービス

入稿： 入稿システムCreative Manager ※詳細はこちら

差替： jp-ad-traffick@amazon.co.jp

掲載可否： jp-ad-request@amazon.co.jp

掲載申込： jp-ad-order@amazon.co.jp

お問合せ： jp-ad-contact@amazon.co.jp

セルフサービス（DSP契約されている広告会社様向け）

広告審査： jp-dsp-creative@amazon.com

お問合せ： jp-dsp-support@amazon.com

※新規のお客様はお問い合わせフォームよりお問い合わせください

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec/creativemanager
mailto:jp-ad-traffick@amazon.co.jp
mailto:jp-ad-request@amazon.co.jp
mailto:jp-ad-order@amazon.co.jp
mailto:jp-ad-contact@amazon.co.jp
mailto:jp-dsp-creative@amazon.com
mailto:jp-dsp-support@amazon.com
https://advertising.amazon.co.jp/contact-sales?ref_=ext_amzn_ads

