
■item Robotからカタログ登録が可能なAmazonへアップロードを行った際のAmazonからのエラー

メールタイトル メールで通知 履歴で確認 エラーメッセージ 解決方法

○ ○

SKU:●●● 指定された商品コード(product-id) (×××)がSKU (●●●)に関連
付けられているASINと一致しません。正しい商品コード(product-id)を指定、ASIN
を商品コード(product-id)として使用、またはこの商品コード(product-id)を送信す
る前に既存のSKUを削除してください。(code:5503)

○ ○
SKU:●●● We cannot recognize your parent SKU: [●●●]. For more
information see
http://sellercentral.amazon.co.jp/gp/errorcode/8007.(code:8007)

○ ○
SKU:●●● Please indicate that the item is a variation parent before setting up
variation relationships.(code:8066)

○ ○
SKU:●●● Invalid ProductType value for SKU: [●●●]. For help fixing this
see http://sellercentral.amazon.co.jp/gp/errorcode/8101(code:8101)

○ ○
SKU:●●● Invalid ConditionType for SKU: [●●●]. For more details see
http://sellercentral.amazon.co.jp/gp/errorcode/8115(code:8115)

○ ○

SKU:●●● SKU に設定されている情報が Amazon のカタログと矛盾していま
す。 項目 standard_product_idに設定された値はASIN ××× に対応しています
が、カタログと矛盾する情報があります。矛盾している項目値は、次のとおりで
す。manufacturer (出品者: '◇◇◇' / Amazon: '◆◆◆')。出品を希望する商品と
このASINが一致する場合は、Amazon カタログと同じ情報を設定し直してくださ
い。ASINが不一致である場合は、項目standard_product_id の値が正しいか確認
してください。(code:8541)

○ ○

SKU:●●● SKU に設定されている情報が Amazon のカタログと矛盾していま
す。また、複数のASINに関連付いています。項目 standard_product_idに設定され
ている値には、 ASIN ×××に関連付くものがありますが、次の項目値は矛盾し
ています。manufacturer (出品者: '◇◇◇' / Amazon: '◆◆◆').項目
standard_product_idに設定されている値には、 ASIN ××××に関連付くものが
ありますが、次の項目値は矛盾しています。item_package_quantity (出品者: '1' /
Amazon: '80').項目 standard_product_idに設定されている値には、 ASIN ×××
××に関連付くものがありますが、次の項目値は矛盾しています。manufacturer
(出品者: '◇◇◇' / Amazon: '◆◆◆◆').この中に、出品を希望する商品と一致
するASINがある場合は、他の項目値もそのASINに合わせてください。一致する
ASINがない場合は、次の項目の値が正しいか確認してください。
standard_product_id(code:8542)

○ ○

SKU:●●● SKU ●●●、指定のない属性 standard_product_id。 SKU ●●●は
どのASINとも一致しません。新しいASINを作成する場合は、次の属性が必要に
なります: standard_product_id。 Feed ID: 0。 詳しくは、
http://sellercentral.amazon.co.jp/gp/errorcode/8560 を参照してください。
(code:8560)

こちらはAmazonより送られてくるエラーを表示させているものとなります。
お手数ですが、Amazonのヘルプ『エラーコード』一覧をご確認頂くか、Amazonのサポートへお問い合

わせくださいませ。

↓Amazonの『エラーコード』一覧のご確認は下記URLより行えます。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/17781/ref=pt_17781_cont_200700280
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○ ○

SKU:●●● You cannot change the 'item_classification' for SKU '●●●' by
submitting a feed with a new value. To change this attribute do the following: 1)
Submit a feed to delete the existing SKU. 2) Submit a feed to recreate the SKU
with the updated 'item_classification'.(code:8603)

○ ○

SKU:●●● SKU '●●●' にはすでに GCID '×××'が割り当てられていますの
で、次の項目の変更はできません。[[part_number]] これらの項目を変更するに
は、新しいGCID の割り当てが必要です。SKU を一旦削除してから送信し直してく
ださい。既存のGCIDとこのSKUとの関連付けを保持したい場合は、先の項目値を
前の値に戻してください。(code:8683)

○ ○

SKU:●●● SKU [●●●] is associated to more than 1 GCID which is not
allowed. Please send a delete feed for this SKU and all other SKUs with the
same attribute values [[brand:\u3076\u3064\u3048\u3044\u3069\u3046
part_number:×××].] and then resubmit the SKUs.(code:8684)

○ ○

SKU:●●● 親 SKU ●●● に属するバリエーションで、項目 [brand] の値が一
貫していません。商品は出品されましたが、バリエーションとして登録されません
でした。すべてのバリエーション商品の [brand]に、同じ値が設定されていることを
確認してください。(code:8804)

○ ○

SKU:●●● SKU ●●● の [[brand]:△△△] の変更がリクエストされましたが、
同じ親[[brand]:▲▲▲]に属する他のバリエーションの情報と一致しません。この
商品をバリエーションとして登録したい場合は、すべての項目値が一貫しているこ
とを確認してください。(code:8805)

○ ○

●●● This SKU does not exist in your Amazon inventory so we could not
process this record. To correct this error for future feeds add the SKU to your
Amazon account. For more information see
http://sellercentral.amazon.co.jp/gp/errorcode/13013.(code:13013)

○ ○

SKU:●●● このSKUに画像を紐付けられませんでした。商品情報の別エラーに
対応すると、このエラーが解決する場合があります。 詳細については、
http://sellercentral.amazon.co.jp/gp/errorcode/20005 を参照してください。
(code:20005)

○ ○
SKU:●●● 商品説明文 列に無効な値×××が含まれています。. この値は最
大有効文字数2000を超えています。.(code:90117)

○ ○
SKU:●●● 指定したバリエーションのテーマに必要な値が見つかりません。: [サ
イズ = null] [カラー = null] [バリエーションテーマ =◇◇◇].(code:99003)

○ ○
SKU:●●● 従属する列に値があるため、在庫数列に値が必要です。: [リードタ
イム(出荷までにかかる作業日数) = 1].(code:99006)

こちらはAmazonより送られてくるエラーを表示させているものとなります。
お手数ですが、Amazonのヘルプ『エラーコード』一覧をご確認頂くか、Amazonのサポートへお問い合

わせくださいませ。

↓Amazonの『エラーコード』一覧のご確認は下記URLより行えます。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/17781/ref=pt_17781_cont_200700280
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