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おもちゃ＆ホビー商品登録ガイドライン
おもちゃ＆ホビー商品登録ガイドラインでは、おもちゃ＆ホビーカテゴリー特有のルールについて記載しています。
Merchants@amazon.co.jp 共通の商品登録ルールについては、こちらをご確認ください。(リンクへのアクセスには
セラーセントラルへログインが必要です。)

1. 商品名の登録
該当する商品カテゴリーを参考にして、商品名は簡潔かつ正確に商品情報を伝えるように、半角スペースで区切っ
て、下記の並び順で設定してください。なお、添付 A に商材別の商品名登録ルールが定められている場合は、当該
商材別ルールが優先されます。

基本ルール：

[ブランド] [シリーズ/キャラクター] [商品名] [サイズ] [色] [素材] [型番] [BOX] [(食玩)]
※[商品名]を除き、該当する構成要素がない場合は省略可能。
[ブランド]

ブランド名を記載。（商品名と重複の場合は省略可）

[シリーズ/キャラクター] シリーズ名またはキャラクター名を記載。（商品名と重複の場合は省略可）
[商品名]

商品の正式な名称を記載。

[サイズ]

サイズ違いの商品がある場合や、サイズが商品の特徴を表す場合のみに記載。
※サイズ違いでバリエーション設定する場合は商品名にサイズは記載不可。

[色]

色違いの商品がある場合のみに記載。

[素材]

素材違いの商品がある場合や、素材が商品の特徴を表す場合のみに記載。

[型番]

メーカー型番を記載。

[BOX]

食玩やトレーディングカードなど、BOX 販売になっている場合に記載。

[(食玩)]

食玩の場合は (食玩)と記載。

【注意点】
・

それぞれを半角スペースで区切ってください。

・

スペースも含め全角 50 文字以内で入力してください。

・

カタカナは全角で入力してください。（半角カタカナは使用不可）

・

スペース、英数文字、ハイフンは半角で入力してください。

・

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。

・

本来の商品名と関係のない形容、キャッチコピーや記号を含まないようにしてください。
不適切な例：「大人気の」「簡単」「すぐできる」「！」「☆」「♪」「ギフトにぴったり」「送料無料」

・

シリーズ名と商品名等が重複する場合は、シリーズ名等を省略してください。

【商品情報登録上の禁止事項】
・

以下のワードは商品名には使用しないでください。


送料無料
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予約（「予約特典」は OK）



無料



特価



新品



新作

2. ブランド(Brand)の登録
購入者の利便性向上と Amazon サイト上での表記統一のため、ブランド名を入力する際は下記のルールに沿って
入力してください。


ブランド名表記ルール


日本語＋半角かっこ+英語名（頭文字：大文字）＋半角かっことじ


例：アマゾン(Amazon)

※ロゴ商標もしくは文字商標されているブランド名の外国語表記がすべて大文字・小文字の場合は、そのま
まの表記とする。（例：LEGO、LIXIL、adidas）


ブランド登録時の注意点


１メーカー＝1 ブランド登録：Amazon では、１メーカーにつき、１ブランドでの表記登録としています。そ
のため、商品ラインナップごとにシリーズ名が異なる場合も、1 つのブランド名に統一してください。


例：パナソニックの場合：【ビエラ、ルミックス、ディーガ】と分けずに、すべて【パナソニック
(Panasonic)】で登録してください。



企業名・店舗名による他社製品の登録禁止：他社製品を自社の企業名や店舗名で登録しないでくだ
さい。




例：adidas、NIKE の商品を ABC スポーツショップ等のブランド名で登録しない

商品名・シリーズ名・キャラクター名での登録禁止：


例： 誤：【iPhone】 →正：【アップル(Apple)】
誤：【ブラビア】 →正：【ソニー(SONY)】
誤：【ドラゴンボールヒーローズ】 →正：【バンダイ(Bandai)】

ブラン

3. 製品コードがない場合のメーカー型番の入力
チノー

ド
製品コード免除の申請またはブランド登録の申請を行ってください。その上で、型番の欄に正確なメーカー型番を入力
してください。メーカー型番を入力しないと、新しい商品として出品できません。また提供されたメーカー型番に誤りがあ
ると、新しい商品として出品できないことがあります。詳しくはこちらをご覧ください。(リンクへのアクセスにはセラーセントラ
リー
ルへログインが必要です。)
フノ
ード
下記をメーカー型番として入力することはできません。


一文字だけの記号や数字（例：-、*、_、－、0、1、2、3、4）



不適切な英文字（例：na、none、test、na1、SKU、N/A、a、b、c、CN）



不適切な文言（例：不明、管理番号、暂无、なし、ノーブランド品、ノーブランド、ノーメーカー）
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4. 禁止商品・禁止行為について
Amazon.co.jp 全般における出品禁止商品についてはこちらをご覧ください。また、おもちゃ＆ホビーカテゴリーでは、
特に以下に記載した商品の出品および情報登録にご注意ください。禁止事項に該当するものを発見した場合は、事
前の告知なく商品を削除する場合があります。

４.1. 違法改造につながる恐れのあるエアガン・モデルガン部品の出品禁止について
銃刀法の規制対象となるエアガンやモデルガンは当然ですが、パーツ類についても、銃刀法違反の規制対象となる
違法改造につながる恐れのあるパワーアップ部品や金属部品について、出品を禁止します。詳しくはこちらをご覧く
ださい。(リンクへのアクセスにはセラーセントラルへログインが必要です。)

４.2. 知的財産権等の権利侵害商品の出品禁止について
第三者の商標権、著作権、著作者人格権等の知的財産権、肖像権及びパブリシティ権等の権利を侵害する、
又はその恐れのある商品の出品を禁止します。

４.3. セクシャルな描写のある商品のアダルト設定について
セクシャルな描写のある商品、もしくはそのように解釈される恐れのある商品において、アダルトフラグ設定(＊)をしな
い状態での出品を禁止します。
特に「マウスパッド」や「抱き枕カバー」においては、ご家族で商品を探されるなど、お客様が、セクシャルな描写を目
にすることを好まない場合も多くあります。そのようなお客様に対して不意にセクシャルな描写をお見せすることを防ぐ
ため、下記のような商品については、アダルトフラグ設定の徹底をお願いします。
i)

商品名に「おっぱい」などのセクシャルだと解釈される恐れのある言葉が含まれる商品
（例：おっぱいマウスパッドなど）

ii) アニメ描写を含め、露出度の高い人物やセクシャルなポーズの人物が表現（印刷）された枕カバー
(＊)在庫管理の「詳細の編集」の「詳細」タブ内にある、「アダルト商品」のチェックボックスをチェックする、または在
庫ファイルの「アダルト商品」項目に「true」を設定し送信する。

４.4 消費生活用製品安全法に基づく消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い
製品について（PSC マーク）
＜届出義務について＞
消費生活用製品安全法では、消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼす恐れが多いと認められる製品を
「特定製品」として指定しています。
「特定製品」の製造、輸入または販売の事業を行う者は、予め国に対し事業を開始する旨の届出が必要です。
届出の際には、特定製品が基準に適合するか否かの自主検査を行う必要があります。
なかでも、「特別特定製品」に指定された製品（例：ベビーベッドやレーザー光を放出するおもちゃ等）は、上記
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の自主検査に加え、国が定める登録検査機関による検査を受けなければなりません。詳しくは以下にご案内して
いるリンク先を参照してください。
＜PSC マークについて＞
「特定製品」および「特別特定製品」は、各種の製品ごとに定める基準に適合した製品に付することができる各種
の表示（PSC マーク）がなければ販売できません。
PSC マークの表示義務は、並行輸入品であっても適用されますのでご注意ください。
各種特定製品とマークの一覧表：
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/mark.htm
詳細につきましては経済産業省：「消費生活用製品安全法ページ」を確認してください。
消費生活用製品安全法ページ：
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.htm
PSC マークに関わる事業届に関する説明資料：
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/setsumei2212.pdf

４.5 電気用品安全法に基づく電気製品について（PSE マーク）
＜届け出義務について＞
電気用品安全法では、電気用品を以下の２項目に分類しています。
i)

「特定電気用品」
構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品

ii) 「特定電気用品以外の電気用品」
特定電気用品以外の電気用品
電気用品の製造または輸入の事業を行う場合、上記に述べる電気用品の区分に従い、所管の窓口に事業届出
を行う必要があります。

＜基準適合義務と適合性検査＞
届出事業者は、これらの電気用品が特定電気用品である場合は、販売する時までに登録検査機関の技術基準
適合性検査を受け、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。
＜PSE マークについて＞
電気用品の製造、輸入または販売の事業を行う者は、「PSE マーク」を商品に表示させることが義務付けられてい
ます。 並行輸入品も対象に含まれます。PSE マークの表示がない商品は、出品できませんのでご注意ください。
お取り扱い商品が PSE マーク表示の対象になるか、PSE マークが表示されているか確認してください。

届出に係る詳細、PSE マークの概要及び PSE マークの対象商品に係る参考資料はこちらを参照してください。(リ
ンクへのアクセスにはセラーセントラルへログインが必要です。)
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４.6 乳幼児が接触することにより、その健康を損なう恐れがある製品について
＜輸入の手続について＞
食品衛生法・食品衛生法施行規則では、「食品」以外にも、乳幼児が接触することによりその健康を損なう
恐れがある以下の一定の「おもちゃ」についても、所定の輸入規制等を課しています。
A. 乳幼児が口にすることをその本質とするおもちゃ
B. アクセサリーがん具（乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。）、うつし絵、起き上がり、おめん、
折り紙、がらがら、知育がん具、つみき、電話がん具、動物がん具、風船、ブロックがん具、ボール、ままご
と用具
C. 前号のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ
これらに該当する商品を輸入し、販売する場合は、食品衛生法に従い、所管の窓口に届け出る必要があります。
詳しくは下記を参照してください。
厚生労働省検疫所への手続： http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html
輸入相談窓口： http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/soudan/index.html
厚生労働省検疫所「輸入食品等の相談指導について（事前相談）：
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi_hp/a013.html
検疫所リスト： http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/sisetu/ken-eki.html
＜規格基準＞
おもちゃ及びその原材料の規格基準を遵守する必要があります。詳細は以下の資料を参照してください。
厚生省：食品、添加物等の規格基準：http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/5.pdf

４.7. プライベートブランド品の出品について
自社で製造していないノーブランド品に対し、何らかのオリジナル性を加え独自のプライベートブランド品として出品
する際は、以下の事項を遵守くださいますようお願いいたします。
１）ブランド名またはブランドロゴを、商品本体または商品のパッケージに印字または刻印する。
２）１）が明確に確認できる画像を登録する。
３）商品名にブランド名を記載する。
４）ブランド名欄に該当ブランド名を登録する。
※ 衣類商材の場合は以下を遵守してください。
ブランド名が記載されたラベルを商品に縫い付ける。または、ブランド名が記載されたタグを糸・チェーン・タグピン
などで付ける。
上記の条件を満たしていない商品はすべて【ノーブランド品】としての出品となりますので、ご注意ください。
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5. 並行輸入品の出品について
並行輸入品は下記の「並行輸入品」のページの「並行輸入品の商品登録」に従ってください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/200936440
注意：並行輸入品であっても、電気用品安全法、家庭用品品質表示法、などを含むすべての法令を厳守して出
品いただく必要があります。日本の法令を遵守していない商品は Amazon.co.jp では出品・販売できませんのでご
注意ください。

6. 食玩の出品について
【注意】 要期限管理商品の出品には、大口出品の契約が必要です。お菓子(食品)が付属している食玩を
出品する際は、必ず大口出品に変更の上で商品を登録してください。

６.1.お菓子(食品)が付属している食玩の出品について
お菓子が付属している食玩の場合は、必ず「食玩」用のリーフノードを選択してください。（ホビー用のブラウズツリー
ガイドに記載してあります。ブラウズツリーガイドはこちらからダウンロードできます。）
また、賞味期限管理が必要なお菓子の場合、必ず十分な期限が残っていることを確認して出品をお願いします。
賞味期限が過ぎたお菓子を付属して出品することは禁止されています。
なお、賞味期限のある商品の場合は、以下リンク先に記載されている「要期限管理商品」のルールに沿って納品し
てください。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/201003420

６.2.食玩からお菓子(食品)を外して出品する場合について
食玩からお菓子を外して出品する場合は、「食玩」として登録せず、必ず以下のルールを順守して出品してくださ
い。


お菓子抜きのおもちゃは「食玩」商品とは別 ASIN として JAN なしカタログとして登録する。



ブラウズノードは「食玩」でないものを選択する。



タイトルにお菓子抜きの旨を記載する。



コンディションは「中古」とする。



実物（商品パッケージ）にもお菓子抜きの旨を記載する（シールなどを貼る）。



実物（商品パッケージ）に賞味期限がある場合は、賞味期限を隠す（上記シールを貼るなど）。
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添付 A 商材別の商品名登録ルール
以下の商材においては、商品名の登録に記載された基本ルールに優先して、商材別の商品名の登録ルールが適用
されます。いずれの商材においても、[商品名]を除き、該当する構成要素がない場合は、記載の省略が可能です。

1. ブロック
[ブランド] [シリーズ] [商品名] [ピース数(単位表記：ピース)] [型番]
※ 「ブランド」および「シリーズ」は、ローマ字表記がある場合には、( )内に当該ローマ字表記を記載。
(例 1) ラキュー (LaQ) ベーシック 511 650 ピース
(例 2) マグフォーマー (MAGFORMERS) レインボーセット 30 ピース WL0507

2. プール
[ブランド] [シリーズ] [キャラクター] [商品名] [縦長さ/直径] [横長さ(円形の場合不要)] [高さ] [型番]
※ 縦・横・高さは cm 表記で、間を「 x 」でつなぐ。
(例 1) きかんしゃトーマス プレーセンタープール (すべり台付き) 縦 297cm × 横 193cm × 高さ 135cm
(例 2) マイメロディ 円形プール(屋根付き) 直径 200cm × 高さ 30cm

3. 浮き輪
[ブランド] [シリーズ] [キャラクター] [商品名] [直径/サイズ] [型番]
(例 1) ディズニープリンセス 浮き輪 直径 60 ㎝

4. クリスマスツリー
[ブランド] [クリスマスツリー] [商品名] [ツリー/ライトタイプ] [高さ] [型番]
※1 商品名の前に”クリスマスツリー”と記載。なお商品名に“クリスマスツリー”が含まれている場合は省略。
※2 [ツリー/ライトタイプ]には、ミニ、セット、飾りなし、LED ファイバー、ファイバーのうち該当するものがあれば記
載。
※3 [高さ]は組立後の高さを記載。
(例 1) クリスマスツリー LED オーナメメント付き DX ファイバーブラックゴールド LED ファイバー 150cm DXEBK150GD
(例 2) クリスマスツリー LED ファイバー 150cm
(例 3) トゥインクルクリスマスツリー ミニ 100cm
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5. フィギュア
[フィギュアのシリーズ] [作品名] [キャラクター] [スケール、または高さ] [素材] [塗装済み] [可動フィギュア/アク
ションフィギュア/完成品フィギュア] [補足情報(再販/2 次出荷分/2 次生産分/ダウンロードコード付き、のうち該
当するものがあれば記載)]
(例 1) ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル 南ことり 1/7 スケール PVC 製 塗装済み完成品フィギュア
(例 2) figma レーシングミク 2014 EV MIRAI ver. ノンスケール ATBC-PVC 製 塗装済み可動フィギュア
(例 3) アイドルマスター シンデレラガールズ 渋谷凛 ニュージェネレーション Ver. 1/8 スケール ATBC-PVC 製 塗
装済み完成品フィギュア (再販)
(例 4) S.H.フィギュアーツ キン肉マン ロビンマスク 約 145mm ABS&PVC 製 塗装済み可動フィギュア
(例 5) ネクスエッジスタイル [MS UNIT] 新機動戦記ガンダム W ウイングガンダムゼロ (EW 版) 約 80mm
ABS&PVC 製 塗装済み可動フィギュア

6. アニメグッズ
[作品名] [キャラクター/アイテム] [商品名] [色] [サイズ]
※ アイテムはドラえもんの “タケコプター”やマインクラフトの”ダイアモンド・ソード”などのアイテム名。
(例 1) 刀剣乱舞-ONLINE- 鶴丸国永 ビッグサイズアクリルキーホルダー
(例 2) ラブライブ! 星空凛 それは僕たちの奇跡 ver. つままれストラップ
(例 3) モンスターハンター 小タル爆弾 クッション 1/1
(例 4) 魔法科高校の劣等生 司波深雪 抱き枕カバー 約 160cm x 50cm

7. シングルトレーディングカード
[シリーズ] [カード名] [レアリティ] [(言語)] [カード No+レアリティ記号] [収録セット(任意)]
※1 [シリーズ]は“遊戯王 OCG”、“デュエルマスターズ”、“ポケモンカードゲーム”等のシリーズ。
※2 [(言語)]は日本語版以外の場合のみ“英語版”、“韓国語版”等を記載。日本語版の場合は省略。
※3 [レアリティ]は“ノーマル”、“スーパーレア”などのカタカナ表記。
※4 [カード No+レアリティ記号]は以下内容を”-“(ハイフン)で連結。英数字は全て半角大文字を使用。
 カード No: “ST16-JP025”等のカードに記載された記号。ハイフン等がある場合はハイフンも含む。
 レアリティ記号: レア=”R”、スーパーレア=”SR”等の省略記号。ノーマルの場合は記号および連結に使
う”-“(ハイフン)は省略。
(遊戯王の例) ノーマルは記号なし、レア=”R”、スーパーレア=”SR”、ウルトラレア=”UR”、シークレットレ
ア=”SE”、アルティメットレア=”UL”、ホログラフィックレア=”HR”、ゴールドレア=”GR”、ノーマルパラレルレ
ア=”P”等。パラレル仕様や KC 仕様の場合は”P+SR”、“KC+UR”のように、”P+”や”KC+”を追加。
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※5 [収録セット(任意)]はカードが収録されているパック/デッキ/エクステンションなどのセット名称を記載。雑誌・書
籍の付録の場合は”V ジャンプ付録”など、イベント配布の場合はイベント名を記載。必須ではありません。
(例 1) 遊戯王 OCG マジシャンズ・ローブ レア TDIL-JP018-R
(例 2) 遊戯王 OCG サイクロン スーパーレア ST13-JPV12-SR

【その他注意事項】
 シングルトレーディングカードのブランド名、メーカー名には、Box・パック ASIN と同様のメーカー名を記載してくだ
さい。(遊戯王の場合は” コナミデジタルエンタテインメント”など)
 上記[カード No+レアリティ記号]と同じ文字列を、「メーカー型番」(セラーセントラルで登録の場合)または
「part_number」(在庫ファイルで登録の場合)に必ず登録してください。
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