
キデイランド品番定義書 2019/1/28改定

コード 品番名称 定義 商品

100 ベビーバラエティ
対象年齢　0歳～3歳　赤ちゃんを育む大切なおもちゃとお
しゃれな日用品。おでかけｸﾞｯｽﾞ。

ｺﾝﾋﾞ、ﾛｰﾔﾙ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ﾌﾞｯﾁ、ｱｶﾞﾂﾞﾏ、ﾋﾟｰﾌﾟﾙ、ﾋﾟｯﾌﾟﾌｼﾞﾓﾄ。

101 キッズライフ
対象年齢　1.5歳～10歳　子供の成長過程の中で躾を身に
つける日用品とｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｽﾞ。

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、ｽｹｰﾀｰ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、（ﾊﾌﾞﾗｼ、ﾗﾝﾁﾎﾞｸｽ、食器）

102 バストイ＆砂水遊び お風呂と砂場で楽しく遊んで学べる。
ﾏｽﾀﾞﾔ、ﾊﾟｲﾛｯﾄ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ｱｶﾞﾂﾞﾏ、ﾄｰﾎｰ、ﾛｰﾔﾙ、ﾋﾟｰﾌﾟﾙ、ﾄｲ
ﾎﾞｯｸｽその他。

103 キッズアクショントイ
電池・ﾌﾘｸｼｮﾝで動く動物ぬいぐるみ、成形物。（※電動など
のｱｸｼｮﾝを主体とする）

ｲﾜﾔ、ﾏｽﾀﾞﾔ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ｱｶﾞﾂﾞﾏ、ﾂｸﾀﾞｵﾘｼﾞﾅﾙ。

104 キッズアミューズメント 室内、屋外で友達を集めて遊ぶ。 ｺﾝﾋﾞ、ｱｶﾞﾂﾞﾏ、ﾋﾟｰﾌﾟﾙ、ﾘﾄﾙﾀｲｸｽ、等の大型遊具。

105 キッズキャラクター
ｷｯｽﾞ向けﾏｽｺﾐｷｬﾗｸﾀｰ（映画・ＴＶ・ｱﾆﾒ・本・ｺﾐｯｸ）を使用し
たﾄｲ

ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝ・ﾄｰﾏｽ・ｳﾙﾄﾗﾏﾝ・おかあさんといっしょ

106 ポンキッキーズ
108 ＫＬベビー

110 ブロック　パズル
対象年齢　1.5歳～12歳　ﾌﾞﾛｯｸとﾋﾟｰｽで組み立てる要素を
持った玩具、及び形遊び、色遊び、絵遊び、音遊びを基本
にﾊﾟｽﾞﾙ、ｹﾞｰﾑの要素を持った玩具。

ﾚｺｼﾞｬﾊﾟﾝ、河田、ｱﾎﾟﾛ、ﾃﾝﾖｰ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ﾋﾟｰﾌﾟﾙ、公文、学研、
河合楽器、ｴﾎﾟｯｸ、ﾊｽﾞﾌﾞﾛｰその他。（レゴ、積木、ﾋﾟｸﾁｬｰﾊﾟｽﾞ
ﾙ、子供ｼﾞｸﾞｿｰ、ﾌﾟﾚｲﾄﾞｰ〔ねんど〕）

111 エデュケーショナルトイ
対象年齢　3歳～7歳　文字遊び、算数遊び、英語遊び等
未就学児童対象に知育を目的としたおもちゃ。

学研、公文、ﾂｸﾀﾞﾌﾟﾘｽｸｰﾙ、ﾄｰﾎｰ、ｱｶﾞﾂﾞﾏ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ（文字積
木、せんせい、おしゃべりあいうえお）メガブロック含む

112 ブック＆文具
対象年齢　3歳～7歳　文字遊び、算数遊び、英語遊び等
未就学児童対象に知育を目的とした絵本、ぬりえ、文具。

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、YOHAN（絵本、ぬりえ、色紙）

113 サイエンストイ
114 レゴブロック レゴ雑貨含む

120 女児キャラクターホビー
対象年齢　3歳～10歳　ﾃﾚﾋﾞｱﾆﾒ、ﾄﾞﾗﾏ、映画、雑誌、ｺﾐｯｸ
のｷｬﾗｸﾀｰﾋｰﾛｰ達で構成された女の子のおもちゃ。

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ﾊｽﾞﾌﾞﾛｰ、ﾏﾃﾙ、ｴﾎﾟｯｸ（なりきり物、ﾒｲｸﾎ
ﾋﾞｰ、ｶﾒﾗ、その他）

121 バラエティ＆文具
対象年齢　3歳～10歳　ﾃﾚﾋﾞｱﾆﾒ、ﾄﾞﾗﾏ、映画、雑誌、ｺﾐｯｸ
のｷｬﾗｸﾀｰﾋｰﾛｰ達で構成された女の子の日用品、学用
品、おしゃれグッズ。

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ﾊｽﾞﾌﾞﾛｰ、ﾏﾃﾙ、ｴﾎﾟｯｸ（ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ、ｱｸｾｻ
ﾘｰ、ﾊﾞｯｸﾞ、小物、その他）

122 アクションプレイング

対象年齢　3歳～7歳　日常生活の疑似体験。ｷｯﾁﾝひまわ
り、掃除、ﾊﾞｽまわり、などお母さんになりきりの楽しさと、
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ、ﾚｽﾄﾗﾝなどの疑似体験をﾃｰﾏに女の子の遊びの
広がりを演出するおもちゃ。

ﾄｰﾎｰ、ｱｶﾞﾂﾞﾏ、ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ｴﾎﾟｯｸ、ﾀﾞｲﾜﾄｰｲ（ままごとﾄﾝ
ﾄﾝ、ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｼｮｯﾌﾟ、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｼｮｯﾌﾟ、掃除機、ｱｲﾛﾝ、洗濯機
その他）

123 コレクションドール
対象年齢　5歳～99歳　女の子の憧れをお人形に託して遊
ぶ、集める、夢を育む。ｺﾚｸﾀｰにも愛される品揃え。

ｴﾎﾟｯｸ（ｼﾙﾊﾞﾆｱ・ﾌｧﾐﾘｰ）、ﾀｶﾗ（ﾘｶちゃん、ｼﾞｪﾆｰﾄﾞｰﾙ）、ﾏﾃﾙ
（ﾎﾟｰﾘｰﾎﾟｹｯﾄ）、ｾｷｸﾞﾁ、ｵｵｲｹ、その他。

124 バービードール ﾏﾃﾙ社ﾊﾞｰﾋﾞｰﾄﾞｰﾙ関係 ﾏﾃﾙ（ﾊﾞｰﾋﾞｰﾄﾞｰﾙ、ﾊﾞｰﾋﾞｰｺﾚｸｼｮﾝ）

130 男児キャラクターホビー
対象年齢　3歳～10歳　ﾃﾚﾋﾞｱﾆﾒ、ﾄﾞﾗﾏ、映画、雑誌、ｺﾐｯｸ
のｷｬﾗｸﾀｰﾋｰﾛｰ達で構成された男の子のおもちゃ。

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ﾊｽﾞﾌﾞﾛｰ、ﾏﾃﾙ、ﾂｸﾀﾞｵﾘｼﾞﾅﾙ、ﾊﾞﾝﾀﾞｲｳﾙﾄﾗﾏ
ﾝ男児ｷｬﾗｸﾀｰ玩具その他

131 ホビークラフト
対象年齢　3歳～10歳　ﾃﾚﾋﾞｱﾆﾒ、ﾄﾞﾗﾏ、映画、雑誌、ｺﾐｯｸ
ﾉｷｬﾗｸﾀｰﾋｰﾛｰ達で構成された男の子の日用品、学用品、
ﾎﾋﾞｰｸﾗﾌﾄ。

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ﾊｽﾞﾌﾞﾛｰ、ﾏﾃﾙ、ﾂｸﾀﾞｵﾘｼﾞﾅﾙ、ﾆｯｺｰ、ﾀｲ
ﾖｰ、ｾｶﾞ、ｲﾁｺｰ、ﾏｽﾀﾞﾔ、ﾕﾀｶ、ﾕｰｼﾞﾝ、ﾄｲﾎﾞｯｸｽ、その他（ﾄｲﾗ
ｼﾞｺﾝ、ﾚｰｼﾝｸﾞｶｰ、電動、ﾌﾘｸｼｮﾝ、ｳｫｰﾀｰｶﾞﾝ、ｻｳﾝﾄﾞｶﾞﾝ　そ

132 男児アクションプレイング
対象年齢　3歳～10歳　男の子の憧れ、乗物のおもちゃ。
電動、ﾌﾘｸｼｮﾝ、ﾘﾓｺﾝ操縦で動き回る楽しさと夢をいっぱい
育むおもちゃ。

ｱｻﾋｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ・ﾏｽﾀﾞﾔ・ｲﾜﾔ・寺井・ﾏﾙｼｮｳ

133 プラレール＆トミカ
対象年齢　3歳～8歳　男の子の憧れ、電車と自動車。自分
でﾚｰﾙと道路をつないでﾚｲｱｳﾄを完成させる想像力を育
み、ｺﾚｸｼｮﾝ性も整っている。

ﾀｶﾗﾄﾐｰ・ﾌﾟﾗﾚｰﾙｼﾘｰｽﾞ、ﾄﾐｶ、ﾄﾐｶﾀｳﾝｼﾘｰｽﾞ、ﾓｰﾀｰﾄﾐｶｼﾘｰｽﾞ
（ｾｯﾄ、単品、部品）

134 トイラジコン 電波で操縦する完成済みﾗｼﾞｺﾝ ﾀｲﾖｰ・ﾆｯｺｰ

140 マルチメディア
対象年齢　3歳～12歳　ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽを駆使したおもちゃ、ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀｰは当たり前の時代。まず手始めに親しむ事の出来

ｶｼｵ、ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ｾｶﾞ、ｿﾆｰ、ﾔﾏﾊ（ｷｯｽﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ、ｽｰ
ﾊﾟｰﾉｰﾄｸﾗﾌﾟ、ﾜｰﾌﾟﾛ、電子手帳、ｶﾒﾗ、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄ、その他）

141 エンターテイメント
対象年齢　3歳～12歳　ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ性を備えた子供達に成
長させたい。新しいﾒﾃﾞｨｱをしっかり捕らえた情報豊かな商
品郡で構成。

ＤＶＤ、ビデオ関連その他全般の映像、音楽など。その他（ｷｰ
ﾎﾞｰﾄﾞ、ﾏｲｸ、ｶﾗｵｹ、ﾐｭｰｼﾞｯｸCD、ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ、その他）

150 雑玩具
対象年齢　3歳以上　ｲﾝﾄﾞｱ、ｱｳﾄﾄﾞｱを問わずに遊べるｼﾞｬ
ﾝﾙの垣根を越えたおもちゃ。

ﾋﾞｰﾀﾞﾏ、おはじき、おてだま、ケン玉、ﾒﾝｺ、ﾛｰ石、風船、シャ
ボン玉、ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙ、その他ﾊﾞﾗｴﾃｨﾄｲ。

200 ミニチュアカー 対象年齢　3歳以上　ﾄﾐｶ以外の国産ﾐﾆｶｰ ｴﾎﾟｯｸ、ｾｶﾞﾖﾈｻﾞﾜ、（M-TECH.ﾀﾞｲﾔﾍﾟｯﾄその他）
201 輸入ミニチュアカー 対象年齢　3歳以上　海外ﾒｰｶｰの輸入ﾐﾆｶｰ ＫＢ、その他（ＣＯＲＧＥ、ＭＹＳＴ、その他）
202 ミニチュアコレクション 対象年齢　10歳以上　海外ﾒｰｶｰの輸入品中心。 ドールハウス含む
204 絶版商品 ﾐﾆｶｰ等の委託商品

210 スケールモデルキット
対象年齢　8歳以上　国内外の国際ｽｹｰﾙ表示された組立
ｷｯﾄ

ﾀﾐﾔ、ﾊｾｶﾞﾜ､ｲﾏｲ、ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ｲﾝﾎﾟｰﾄその他（組立て
ｷｯﾄ、部品、ﾓｰﾀｰ、材料、工具、充電器その他）

211 キャラクタープラモデル
対象年齢　5歳以上　国内外のﾃﾚﾋﾞｱﾆﾒ、ﾄﾞﾗﾏ、映画、ｺﾐｯｸ
等のｷｬﾗｸﾀｰをｽｹｰﾙﾓﾃﾞﾙ化した組立ｷｯﾄ。

ﾀﾐﾔ、ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ｲﾝﾎﾟｰﾄその他（組立てｷｯﾄ、部品、ﾓｰ
ﾀｰ、材料、工具、充電器その他）

212 クラフトツール 模型など制作上必要なｶﾗｰ、工具、材料、接着剤、その ﾀﾐﾔ、ｸﾞﾝｾﾞ産業、ｲﾏｲ、その他。

213 ガレージキット
対象年齢　10歳以上　国内外のｷｬﾗｸﾀｰを含めﾏﾆｱが自作
で成形した各種ﾓﾃﾞﾙｸﾗﾌﾄ・ｷｯﾄ。

その他（ｼﾞｸﾞｿｰﾎﾞﾝﾄﾞ、壁掛用ﾌｯｸ、等）

220 ジグソー
対象年齢　7歳以上　108ﾋﾟｰｽ以上の子供ｼﾞｸﾞｿｰ以外の商
品　その他パーツ類含む

ﾋﾞﾊﾞﾘｰ、やのまん、ﾃﾝﾖｰ、ｱﾎﾟﾛ、ｴﾎﾟｯｸ、その他

221 アルミパネル
ｶﾗｰもｱﾙﾐ素材を生かしたものから、木製同様にｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰ
ｼｮﾝを整えて、いろいろなｼﾞｸﾞｿｰﾊﾟｽﾞﾙに合わせられるも
の。

ﾋﾞﾊﾞﾘｰ、やのまん、ﾃﾝﾖｰ、ｱﾎﾟﾛ、ｴﾎﾟｯｸ、その他

222 ウッドパネル
木製ﾌﾚｲﾑで落ち着いた雰囲気を醸し出す。ｶﾗｰはﾅﾁｭﾗﾙ
な物からﾊﾟｽﾃﾙ、ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞな物まで。

ﾋﾞﾊﾞﾘｰ、やのまん、ﾃﾝﾖｰ、ｱﾎﾟﾛ、ｴﾎﾟｯｸ、その他
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231 キャラクターカード ｷｬﾗｸﾀｰｶｰﾄﾞ全般
232 ゲームカード ｹﾞｰﾑ系ｶｰﾄﾞ、スポーツ系カード含む
233 カードパーツグッズ ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞのｺﾚｸｼｮﾝに使用するﾊﾟｰﾂ・ｸﾞｯｽﾞ類全て ｶｰﾄﾞ用ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ、ﾘﾌｨｰﾙ等

241 キャラクターフィギア他
国内・海外のﾃﾚﾋﾞｱﾆﾒ、ﾄﾞﾗﾏ、映画、雑誌、ｺﾐｯｸのｷｬﾗｸﾀｰ
ﾌｨｷﾞｭｱおよびスポーツ系フィギュア全般

ｽﾎﾟｰﾝ、ｽﾀｰｳｫｰｽﾞ、ﾊﾞｯﾄﾏﾝ、ときめきﾒﾓﾘｱﾙ、その他スポー
ツ系

242 復刻限定品

250 ボードゲーム
対象年齢　8歳以上　双六をﾍﾞｰｽに作り上げられた盤面
を、ｻｲｺﾛもしくはそれに変わるもので駒を進めてｺﾞｰﾙを競
い合うｹﾞｰﾑ。シュミレーションゲーム含む

ｴﾎﾟｯｸ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ﾊｽﾞﾌﾞﾛｰ、ﾏﾃﾙ、ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、はなやま、ﾂｸﾀﾞｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ、ﾂｸﾀﾞﾌﾟﾘｽｸｰﾙその他（ﾓﾉﾎﾟﾘｰ、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞﾔｰﾄﾞ、人生ｹﾞｰ
ﾑ、など4人以上で遊んで楽しいｹﾞｰﾑ）

251 アクションゲーム
対象年齢　5歳以上　立体的な道具もしくは動きを主体に
競い合うｹﾞｰﾑ。勝敗は動きが止まったり、形が崩れたりで
決まる物が多い。

ｴﾎﾟｯｸ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ﾊｽﾞﾌﾞﾛｰ、ﾏﾃﾙ、ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、はなやま、ﾂｸﾀﾞﾌﾟﾘｽ
ｸｰﾙその他（もぐらたたきｹﾞｰﾑ、ﾂｲｽﾀｰ、野球ｹﾞｰﾑ、ｻｯｶｰｹﾞｰ
ﾑ、など2人以上4人くらいまでの人数で楽しむｹﾞｰﾑ）

252 カードゲーム

ﾄﾗﾝﾌﾟを中心にその遊びをそれぞれ専門的にｲﾗｽﾄやｷｬﾗｸ
ﾀｰを引用して作り上げられたｶｰﾄﾞで遊ぶｹﾞｰﾑ。勝敗は手
持ちのｶｰﾄﾞの点数による得点争いや、ｶｰﾄﾞを多く集めた
り、手札をすべてなくしたりで決まる。

ｴﾎﾟｯｸ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ﾊｽﾞﾌﾞﾛｰ、ﾏﾃﾙ、ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、はなやま、ﾂｸﾀﾞﾌﾟﾘｽ
ｸｰﾙ、ﾎﾟｽﾄﾎﾋﾞｰその他（ＵＮＯｶｰﾄﾞｹﾞｰﾑ、ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽ、野球
ｶｰﾄﾞｹﾞｰﾑ、ﾄﾗﾝﾌﾟ、花札、かるた、ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑを題材にしたｶｰ
ﾄﾞｹﾞｰﾑ、など2人以上6人くらいまでの人数で楽しむｹﾞｰﾑ）

253 トーナメント盤ゲーム
昔からﾎﾟﾋﾟｭﾗｰなｹﾞｰﾑで、大半が戦略、戦術、作戦を巧み
に操れる頭脳と判断力と持久力を必要とする。

任天堂、ﾃﾝﾖｰ、はなやま、ﾆﾁﾕｰ、奥野かるた、（囲碁、将棋、
麻雀、ﾁｪｽ、ﾊﾞｯｸｷﾞｬﾓﾝ、ﾄﾞﾐﾉ、ﾀﾞｰﾂ、ﾔｯﾂィ、ｵｾﾛ〔ﾘﾊﾞｰｼ〕そ
の他基本的には2人で対戦するｹﾞｰﾑ。ﾃｸﾆｯｸの上昇を証明し
あったりするｹﾞｰﾑ大会や協会などが発足している。）

254 ミニゲーム ﾎﾞｰﾄﾞ、ｱｸｼｮﾝ、ｸﾗｼｶﾙなどのｹﾞｰﾑの携帯普及版。 ｴﾎﾟｯｸ、ｼｭｳｸﾘｴｰｼｮﾝ、はなやま、ﾂｸﾀﾞｵﾘｼﾞﾅﾙ。

256 ソリテリア・パズル
一人で考えながら解き明かす立体または平面でのなぞ解
き遊び。ｿﾘﾃｨｱはﾊﾟｽﾞﾙの固有名詞として販売されている。

河田、ﾂｸﾀﾞｵﾘｼﾞﾅﾙ、はなやま、その他（ﾙｰﾋﾞｯｸｷｭｰﾌﾞ、知恵
の輪、ｿﾘﾃｨｱ、ﾊﾟｽﾞﾙﾌﾞｯｸ「ﾆｺﾘ｝）

257 ＥＬキーチェーンゲーム

ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｹﾞｰﾑとして一人で何時でも何処でも遊べる事を
目的に大きさも整えられてきました。ｷｰﾁｪｰﾝｹﾞｰﾑと称され
内容はｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｹﾞｰﾑの人気の題材を取り入れた育成ｼｭ
ﾐｭﾚｰｼｮﾝや体感ｹﾞｰﾑなど。

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ、ﾀｶﾗﾄﾐｰ、ﾊﾄﾞｿﾝ、ﾋﾛ、日本ﾌﾚｯｸｽ、任天堂、ｴﾆｯｸｽ、
その他

264 ホビークラフト ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙ以外（紙や木材やその他の材料）の工作ｷｯﾄ
帆船模型,モデルガン、キットラジコン、F1関連グッズ、ﾍﾟｰﾊﾟｰ
ｸﾗﾌﾄ、ﾀﾐﾔ工作ｷｯﾄ、等

300 任天堂ハード TVを利用して遊ぶｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｹﾞｰﾑ機本体で任天堂商品 ｽｰﾊﾟｰﾌｧﾐｺﾝ本体・N64本体

301 ソニーハード TVを利用して遊ぶｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｹﾞｰﾑ機本体でｿﾆｰ商品 ﾌﾟﾚｲｽﾃｰｼｮﾝ本体
303 ゲームボーイハード ｹﾞｰﾑﾎﾞｰｲﾎﾟｹｯﾄ本体
304 その他ハード P.D.C.・ﾈｵｼﾞｵﾎﾟｹｯﾄ、セガ
305 ハードパーツ
310 任天堂ソフト 任天堂TVｹﾞｰﾑ用ｿﾌﾄ ｽｰﾊﾟｰﾌｧﾐｺﾝｿﾌﾄ・N64ｿﾌﾄ
311 ソニーソフト ｿﾆｰTVｹﾞｰﾑ用ｿﾌﾄ ﾌﾟﾚｲｽﾃｰｼｮﾝｿﾌﾄ
313 ゲームボーイソフト 任天堂ｹﾞｰﾑﾎﾞｰｲ用ｿﾌﾄ
314 その他ソフト セガソフト他
315 ＴＶゲームキャラグッズ
320 プリントシールマシーン ﾌﾟﾘﾝﾄされることによって商品ｸﾞｯｽﾞを作成するｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾏ 写真・ﾌﾟﾘﾝﾄｼｰﾙ・名刺・ｽﾀﾝﾌﾟ等

321 占いマシーン
占い・ﾊﾞｲｵﾘｽﾞﾑなど分析・予見することを目的とするｱﾐｭｰ
ｽﾞﾒﾝﾄﾏｼｰﾝ

占い（ﾀﾛｯﾄ・ﾄﾗﾝﾌﾟ・星座・色・花・言葉・生年月日等）ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ
ﾏｼｰﾝ

322 トイベンダーマシーン 必ず商品が出てくる（自販機）ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾏｼｰﾝ ｶｰﾄﾞﾀﾞｽ・ｶﾌﾟｾﾙﾍﾞﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ等

323 プライズマシーン
確率によって当りハズレなどがあり、景品として出てくるｱ
ﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾏｼｰﾝ

ｷｬｯﾁｬｰ・ﾌﾟｯｼｬｰﾀｲﾌﾟのﾏｼｰﾝ等

324 アーケードゲームマシーン 体感や競うことのできるｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾏｼｰﾝ ｺｯｸﾋﾟｯﾄﾀｲﾌﾟ・ｽｸﾘｰﾝ・ﾓﾆﾀｰﾀｲﾌﾟのｹﾞｰﾑﾏｼｰﾝ

400 STSオリジナル食品 スヌーピータウンショップオリジナルの食品 2018/1/31設定

401 食品 食品全般。
ﾁｮｺﾚｰﾄ・ｽﾅｯｸ菓子・ｶﾞﾑ・ｷｬﾝﾃﾞｨｰ・駄菓子・嗜好飲料の素
（紅茶・ｺｰﾋｰ・各種お茶）・清涼飲料水（ｼﾞｭｰｽ・ｺｰﾗ・水）・ﾀﾞｲ
ｴｯﾄ食品・健康食品等

402 キャラ事オリジナル食品 キャラクター事業部オリジナルの食品 2018/1/31設定

410 使用禁止アメリカン雑貨 2019年春　軽減税率対応品番に変更予定
411 ＃食品 軽減税率対象外の食品全般。 2019年1月31日スタート。
412 使用禁止 2019年春　軽減税率対応品番に変更予定
413 トーマンキャンディボトル トーマンから入荷の消化仕入食品。税率10％。 2018/12設定

420 ジョーク
ﾕｰﾓｱとｳｨｯﾄに富んだ困らせたり、おもしろがらせたり、楽
しませたりする商品群。

笑い袋、ﾌﾞｰﾌﾞｰｸｯｼｮﾝ、ｱｸｱ（水鉄砲）ｸﾞｯｽﾞ、困らせるｲﾝｸ・ﾊﾟｯ
ﾁﾝ（はさむ）ｸﾞｯｽﾞ、口の色が変わるｷｬﾝﾃﾞｨｰ、辛いせんべい、
ﾒｯｾｰｼﾞ入りのﾃｨｯｼｭ・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等。

422 パーティ用品 ﾊﾟｰﾃｨｰの際、用品として使用する商品群。
コスチューム、使い捨て食器類、ｸﾗｯｶｰ、ｷｬﾝﾄﾞﾙ、風船、仮装
用の小道具等。

423 マジック
対象年齢　5歳以上　子供でも簡単に出来る手品と、ﾊﾟｰ
ﾃｨｰ、宴会での隠し芸程度の物から、マニア向けの多少テ
クニカルな商品まで。

ﾃﾝﾖｰ手品セット、ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｷｬﾗｸﾀｰ手品単品、ﾄﾘｯｸ商品、その
他。

424 スポーツ 対象年齢　3歳以上　ｱｳﾄﾄﾞｱｰで遊べるﾗｲﾄｽﾎﾟｰﾂ用品。
ﾌﾘｽﾋﾞｰ、ﾎｯﾋﾟﾝｸﾞ、ｲﾝﾗｲﾝﾛｰﾗｰｽｹｰﾄ、なわとび、ｶｲﾄ、ｽﾎﾟｰﾂ
ｶｲﾄ、一輪車、ｽｹｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ、ﾌｨｯｼｨﾝｸﾞｸﾞｯｽﾞ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾌﾗﾌｰ
ﾌﾟ、ｸﾞﾛｰﾌﾞ、ﾊﾞｯﾄﾎﾞｰﾙ、その他。

425 喫煙グッズ 室内で使う喫煙用品
卓上ﾗｲﾀｰ、卓上灰皿、ﾀﾊﾞｺｽﾄｯｶｰ、ﾀﾊﾞｺ入れ、ｽﾀﾝﾄﾞ灰皿、
灰皿、　携帯用→711

427 ディップスヨーヨー
（株）ディップス仕入のヨーヨーに関する売上消化仕入　原
宿限定

429 その他４２ カーグッズ他
430 バンク お金を貯める、またはﾎｰﾙﾄﾞする為のｸﾞｯｽﾞ。 主に「貯金箱」の総称。　※ｷｬﾗｸﾀｰを除く
431 キーホルダー 鍵をﾎｰﾙﾄﾞするか、まとめる為のｸﾞｯｽﾞ。 主に「ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ」、「ｷｰﾁｪｰﾝ」の総称。　※ｷｬﾗｸﾀｰを除く
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432 ニッテン ﾈｰﾐﾝｸﾞをﾓﾁｰﾌとした各種雑貨商品 和風ﾊﾝｺ、ﾈｰﾑｱｰﾄｽﾃｯｶｰ、ﾈｰﾑﾀｵﾙ、ﾍﾟﾝｽﾀﾝﾌﾟかな
439 その他４３

440 トレンド１
一過性のある流行・話題になる商品群で、定番化出来ない
商品。

449 その他４４ プリクラグッズ他含む
451 犬　、猫 犬、猫用のﾍﾟｯﾄ用品各種

500 ＤＳファッション雑貨
ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰのｷｬﾗｸﾀｰ全般で身辺雑貨部門に網羅され
るもの

ﾊﾞｯｸﾞ、ﾎﾟｰﾁ、傘、Tｼｬﾂ、手袋、ｱｸｾｻﾘｰ他、部門70～79に準
拠する　ﾓﾊﾞｲﾙ→773

501 ＤＳ生活雑貨
ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰのｷｬﾗｸﾀｰ全般で生活雑貨部門に網羅され
るもの

ｸﾛｯｸ、ﾌﾚｰﾑ、ﾀｵﾙ、ｴﾌﾟﾛﾝ、ｽﾘｯﾊﾟ、ﾊﾞｽﾏｯﾄ、食器、ﾗﾝﾁ他、部
門80～89に準拠する

502 ＤＳベビー
ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰのｷｬﾗｸﾀｰ全般で乳幼児を主体とした育児用
品全般

Ｂib、哺乳瓶、おしゃぶり、ｽﾅｯｸｶｯﾌﾟ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶｯﾌﾟ、歯がた
め、母子手帳ｹｰｽ他　※玩具→ﾄｲｽﾞ部

503 ＤＳステーショナリー
ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰのｷｬﾗｸﾀｰ全般でｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ部門に網羅され
るもの

ﾚﾀｰ・ﾉｰﾄ・筆記具　※ｼｽﾃﾑ→83、ﾀﾞｲｱﾘｰ→64、ｶﾚﾝﾀﾞｰ→65

507 ＤＳプレゼンツ DSﾋﾟｸｻｰ（ﾌｧｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾆﾓ、ﾌｧｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞﾘｰ）
508 ＫＬディズニー
509 その他５０

510 ＳＮファッション雑貨 ﾋﾟｰﾅｯﾂｷｬﾗｸﾀｰ全般で身辺雑貨部門に網羅されるもの
ﾊﾞｯｸﾞ、ﾎﾟｰﾁ、傘、Tｼｬﾂ、手袋、ｱｸｾｻﾘｰ他、部門70～79に準
拠する　ﾓﾊﾞｲﾙ→773

511 ＳＮ生活雑貨 ﾋﾟｰﾅｯﾂｷｬﾗｸﾀｰ全般で生活雑貨部門に網羅されるもの
ｸﾛｯｸ、ﾌﾚｰﾑ、ﾀｵﾙ、ｴﾌﾟﾛﾝ、ｽﾘｯﾊﾟ、ﾊﾞｽﾏｯﾄ、食器、ﾗﾝﾁ他、部
門80～89に準拠する

512 ＳＮベビー ﾋﾟｰﾅｯﾂｷｬﾗｸﾀｰ全般で乳幼児を主体とした育児用品全般
Ｂib、哺乳瓶、おしゃぶり、ｽﾅｯｸｶｯﾌﾟ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶｯﾌﾟ、歯がた
め、母子手帳ｹｰｽ他　※玩具→ﾄｲｽﾞ部

513 ＳＮステーショナリー ﾋﾟｰﾅｯﾂｷｬﾗｸﾀｰ全般でｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ部門に網羅されるもの ﾚﾀｰ・ﾉｰﾄ・筆記具　※ｼｽﾃﾑ→83、ﾀﾞｲｱﾘｰ→64、ｶﾚﾝﾀﾞｰ→65
514 ＳＴＳオリジナル ｽﾇｰﾋﾟｰﾀｳﾝｼｮｯﾌﾟｵﾘｼﾞﾅﾙ商品全般 食品→401

515 ＳＴＳ　ＯＥＭ
ﾗｲｾﾝｼｰの権利で企画したSTSとKL販路限定商品で期間
限定・数量限定で扱う商品。在庫数量、在庫金額を独立し
て管理する必要がある商品。

STS事業部にて選定。

517 ＳＮ　スポット
ﾗｲｾﾝｼｰの権利で企画したSTSとKL販路限定商品で期間
限定・数量限定で扱う商品。在庫数量、在庫金額を独立し
て管理する必要がある商品。

STS事業部にて選定。

518 ＫＬスヌーピー

520 ＤＢファッション雑貨 ﾃﾞｨｯｸﾌﾞﾙｰｷｬﾗｸﾀｰ全般で身辺雑貨部門に網羅されるもの
ﾊﾞｯｸﾞ、ﾎﾟｰﾁ、傘、Tｼｬﾂ、手袋、ｱｸｾｻﾘｰ他、部門70～79に準
拠する　ﾓﾊﾞｲﾙ→773

521 ＤＢ生活雑貨 ﾃﾞｨｯｸﾌﾞﾙｰｷｬﾗｸﾀｰ全般で生活雑貨部門に網羅されるもの
ｸﾛｯｸ、ﾌﾚｰﾑ、ﾀｵﾙ、ｴﾌﾟﾛﾝ、ｽﾘｯﾊﾟ、ﾊﾞｽﾏｯﾄ、食器、ﾗﾝﾁ他、部
門80～89に準拠する

522 ＤＢベビー
ﾃﾞｨｯｸﾌﾞﾙｰｷｬﾗｸﾀｰ全般で乳幼児を主体とした育児用品全
般

Ｂib、哺乳瓶、おしゃぶり、ｽﾅｯｸｶｯﾌﾟ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶｯﾌﾟ、歯がた
め、母子手帳ｹｰｽ他　※玩具→ﾄｲｽﾞ部

523 ＤＢステーショナリー ﾃﾞｨｯｸﾌﾞﾙｰｷｬﾗｸﾀｰ全般でｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ部門に網羅されるも ﾚﾀｰ・ﾉｰﾄ・筆記具　※ｼｽﾃﾑ→83、ﾀﾞｲｱﾘｰ→64、ｶﾚﾝﾀﾞｰ→65
524 ＭＳオリジナル ﾐｯﾌｨｰｽﾀｲﾙｵﾘｼﾞﾅﾙ商品全般 ｵﾘｼﾞﾅﾙﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ、Ｔｼｬﾂ、ﾊﾟｰｶｰ、ｲﾝﾃﾘｱﾎﾞｯｸｽ。食品→402

530 ルーニーチューン ﾙｰﾆｰﾁｭｰﾝｽｷｬﾗｸﾀｰ全般
※食品→401、ﾃﾚｶ→950、ﾋﾞﾃﾞｵ→951、ｼﾞｸﾞｿｰ→220、ぬいぐ
るみ→553、玩具→ﾄｲｽﾞ部、ﾓﾊﾞｲﾙ→773

531 セサミ ｾｻﾐｽﾄﾘｰﾄｷｬﾗｸﾀｰ全般
※食品→401、ﾃﾚｶ→950、ﾋﾞﾃﾞｵ→951、ｼﾞｸﾞｿｰ→220、ぬいぐ
るみ→553、玩具→ﾄｲｽﾞ部、ﾓﾊﾞｲﾙ→773

532 ピングー ﾋﾟﾝｸﾞｰｷｬﾗｸﾀｰ全般
※食品→401、ﾃﾚｶ→950、ﾋﾞﾃﾞｵ→951、ｼﾞｸﾞｿｰ→220、ぬいぐ
るみ→553、玩具→ﾄｲｽﾞ部、ﾓﾊﾞｲﾙ→773

533 トーマス ﾄｰﾏｽｷｬﾗｸﾀｰ全般
※食品→401、ﾃﾚｶ→950、ﾋﾞﾃﾞｵ→951、ｼﾞｸﾞｿｰ→220、ぬいぐ
るみ→553、玩具→ﾄｲｽﾞ部、ﾓﾊﾞｲﾙ→773

534 ムーミン ﾑｰﾐﾝｷｬﾗｸﾀｰ全般
※食品→401、ﾃﾚｶ→950、ﾋﾞﾃﾞｵ→951、ｼﾞｸﾞｿｰ→220、ぬいぐ
るみ→553、玩具→ﾄｲｽﾞ部、ﾓﾊﾞｲﾙ→773

537 ピンクパンサー ピンクパンサー全般。
538 ＫＬキャラクター オリジナルSW

539 その他５３
継続性とﾄｰﾀﾙ性（ある程度のﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾐｯｸｽがある）を有す
る日本以外の原作ｷｬﾗｸﾀｰ

ﾛﾄﾞﾆｰ、ﾎﾟﾊﾟｲ、ﾌｨﾘｯｸｽ、ｶﾞｰﾌｨｰﾙﾄﾞ、ﾋﾟﾝｸﾊﾟﾝｻｰ、ﾀﾝﾀﾝ、ﾋﾟｰ
ﾀｰﾗﾋﾞｯﾄ、ﾊﾟﾃﾞｨﾝﾄﾝ、ﾊﾞﾊﾞｰﾙ他　※食品→401、ﾃﾚｶ→950、ﾋﾞ
ﾃﾞｵ→951、ｼﾞｸﾞｿｰ→220、ぬいぐるみ→553、玩具→ﾄｲｽﾞ部、ﾓ
ﾊﾞｲﾙ→773

540 ドラえもん
藤子・F・不二雄の代表的作品でそれに登場するｷｬﾗｸﾀｰ
全般

※食品→401、ﾃﾚｶ→950、ﾋﾞﾃﾞｵ→951、ｼﾞｸﾞｿｰ→220、ぬいぐ
るみ→554、玩具→ﾄｲｽﾞ部、ﾓﾊﾞｲﾙ→773

541 サンリオ ｻﾝﾘｵ系ｷｬﾗｸﾀｰ全般 ※ｼﾞｸﾞｿｰ→220、玩具→ﾄｲｽﾞ部

542 となりのトトロ 宮崎駿の代表的作品でそれに登場するｷｬﾗｸﾀｰ全般
※食品→401、ﾃﾚｶ→950、ﾋﾞﾃﾞｵ→951、ｼﾞｸﾞｿｰ→220、ぬいぐ
るみ→554、玩具→ﾄｲｽﾞ部、ﾓﾊﾞｲﾙ→773

543 ショット７８ ｼｮｯﾄ78のｶﾃｺﾞﾘｰで取扱いの各種ｸﾞｯｽﾞ ※玩具→ﾄｲｽﾞ部
545 カピバラさん ｶﾋﾟﾊﾞﾗさんｷｬﾗｸﾀｰ全般 ※モバイルを含む　※食品→401　ぬいぐるみ→555
546 ＫＰＳオリジナル ｶﾋﾟﾊﾞﾗさんｷｭﾙｯとｼｮｯﾌﾟオリジナル商品 オリジナルトートバッグ　インテリアボックス　サボテン。食品

547 ふなっしーLDオリジナル ふなっしーランドオリジナル商品
ふなっしーランドオリジナル商品が該当。他のフナッシーの一
般品・ＫＬオリジナルは＃５４９他へ。食品→401

548 ＫＬジャパキャラ

549 その他５４
継続性とﾄｰﾀﾙ性（ある程度のﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾐｯｸｽがある）を有す
る日本原作のｷｬﾗｸﾀｰ

ﾓﾝﾁｯﾁ、ﾎﾟﾝｷｯｷｰｽﾞ、豆しば、くまの学校、カピバラさん、他
※食品→401、ﾃﾚｶ→950、ﾋﾞﾃﾞｵ→951、ｼﾞｸﾞｿｰ→220、ぬいぐ
るみ→554、玩具→ﾄｲｽﾞ部、ﾓﾊﾞｲﾙ→773

550 ＤＳスタッフ ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰのｷｬﾗｸﾀｰ全般に関わるぬいぐるみ
観賞用・ｱｸｾｻﾘｰとしての用途で存在するもの、例：ぬいぐる
み、ﾏｽｺｯﾄ、、ﾊﾟﾍﾟｯﾄ他

551 ＳＮスタッフ ﾋﾟｰﾅｯﾂｷｬﾗｸﾀｰ全般に関わるぬいぐるみ
観賞用・ｱｸｾｻﾘｰとしての用途で存在するもの、例：ぬいぐる
み、ﾏｽｺｯﾄ、、ﾊﾟﾍﾟｯﾄ他

552 ＤＢスタッフ ﾃﾞｨｯｸﾌﾞﾙｰｷｬﾗｸﾀｰ全般に関わるぬいぐるみ
観賞用・ｱｸｾｻﾘｰとしての用途で存在するもの、例：ぬいぐる
み、ﾏｽｺｯﾄ、、ﾊﾟﾍﾟｯﾄ他

553 インポートキャラスタッフ 部門53に包含されるｷｬﾗｸﾀｰのぬいぐるみ
観賞用・ｱｸｾｻﾘｰとしての用途で存在するもの、例：ぬいぐる
み、ﾏｽｺｯﾄ、、ﾊﾟﾍﾟｯﾄ他
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554 ジャパキャラスタッフ 部門54に包含されるｷｬﾗｸﾀｰのぬいぐるみ
観賞用・ｱｸｾｻﾘｰとしての用途で存在するもの、例：ぬいぐる
み、ﾏｽｺｯﾄ、、ﾊﾟﾍﾟｯﾄ他

555 カピバラさんスタッフ ｶﾋﾟﾊﾞﾗさんｷｬﾗｸﾀｰ全般に関わるぬいぐるみ
観賞用・ｱｸｾｻﾘｰとしての用途で存在するもの、例：ぬいぐる
み、ﾏｽｺｯﾄ、、ﾊﾟﾍﾟｯﾄ他　※雑貨→545

559 その他５５

560 リアル
忠実（本物に近い）に形を再現したタイプのぬいぐるみ商品
群。

主に動物をそのまま表現したぬいぐるみの総称。例：「ｼｰﾌﾟﾄﾞｯ
ｸ」・「ｷﾘﾝ」・「ﾗｲｵﾝ」等大型商品またはｽｹｰﾙﾀﾞｳﾝしてﾘｱﾘﾃｨｰ
のある商品。ﾃﾃﾞｨｰﾍﾞｱｰ（ｼｭﾀｲﾌ社　他）

561 ベーシック 定番的なぬいぐるみでｷｬﾗｸﾀｰではない商品群。
「ﾙｰｸ」・「上海ﾊﾟﾝﾀﾞ」・「ﾑｯﾂｨｰ」・「ｽﾊﾟｲｽ・ﾐｯｸｽ」・「ｱｰｽ・ｴﾝｼﾞｪ
ﾙ」等。

569 その他５６ その他ぬいぐるみ 電動アクションぬいぐるみ他

571 スタッフ雑貨およびドール
ぬいぐるみより派生してできた雑貨商品群、ｱﾝﾃｨｰｸ性・
ﾌｧｯｼｮﾝ性の高いﾄﾞｰﾙ及び人形の商品群。

ぬいぐるみが付属した下記商品（ｶｰﾃﾝﾎﾙﾀﾞｰ・ﾊﾝｶﾞｰ・ﾀｵﾙﾊﾝ
ｶﾞｰ・ﾊﾞｽﾄｲﾚﾀﾘｰ・ﾊﾟｼﾞｬﾏｹｰｽ・ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾞｯｸﾞ）　※ｷｬﾗｸﾀｰは除
く

585 アンパンマンショップ
586 ＮＨＫキャラクター ぼくらﾍﾞｱﾍﾞｰｽﾞ

590 ＲＫファッション雑貨 ﾘﾗｯｸﾏｷｬﾗｸﾀｰ全般で、身辺雑貨部門に網羅されるもの
ﾊﾞｯｸﾞ、財布、ﾎﾟｰﾁ、ｱﾊﾟﾚﾙ、ｱｸｾｻﾘｰ、ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ、携帯関連、
ｼｰｽﾞﾅﾙﾌｧｯｼｮﾝ、ﾌｧｯｼｮﾝｸﾞﾗｽ、ﾚｲﾝｸﾞｯｽﾞ、ｳｫｯﾁ、ﾄﾗﾍﾞﾙｸﾞｯｽﾞ
全般、音楽関連、ｽﾎﾟｰﾂ関連、ﾗﾅ365　他

591 ＲＫ生活雑貨 ﾘﾗｯｸﾏｷｬﾗｸﾀｰ全般で、生活雑貨部門に網羅されるもの
ｸﾛｯｸ、ﾌﾚｰﾑ、ﾀｵﾙ、ｴﾌﾟﾛﾝ、ｽﾘｯﾊﾟ、ﾊﾞｽﾏｯﾄ、食器、ﾗﾝﾁ　他
※履物は内外含め生活雑貨とする

592 ＲＫベビー ﾘﾗｯｸﾏｷｬﾗｸﾀｰ全般で、育児用品及び純玩具
Ｂｉｂ、哺乳瓶、おしゃぶり、ｽﾅｯｸｶｯﾌﾟ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｶｯﾌﾟ、歯がた
め、母子手帳ケース　他　　純玩具全般

593 ＲＫステーショナリー
ﾘﾗｯｸﾏｷｬﾗｸﾀｰ全般で、ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ部門に網羅されるもの
（手帳ｶﾚﾝﾀﾞｰを除く）

ﾚﾀｰ、ﾉｰﾄ、筆記具　※手帳⇒63　ｶﾚﾝﾀﾞｰ⇒65

594 ＲＫオリジナル ﾘﾗｯｸﾏｷｬﾗｸﾀｰでｵﾘｼﾞﾅﾙ開発商品(絶対品番） 食品→402

595 ＲＫぬいぐるみ ﾘﾗｯｸﾏｷｬﾗｸﾀｰ全般に関わるぬいぐるみ
ぬいぐるみ、ぬいぐるみﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝ、ﾏｽｺｯﾄ、ﾊﾟﾍﾟｯﾄ
※使用用途のあるものはその品番に準ずる　ぬいぐるみﾎﾟｰ
ﾁ→　　590

596 使用停止　ＲＫ食品 ﾘﾗｯｸﾏｷｬﾗｸﾀｰを配した食品全般 2018/01/31　食品→401に変更。
597 ＲＫバラエティー ﾘﾗｯｸﾏｷｬﾗｸﾀｰ全般に関わるﾊﾞﾗｴﾃｨｰ商品全般 ﾊﾞﾗｴﾃｨ雑貨、ＤＶＤ、絵本、りらっくじ　※純玩具→592

598 ＳＡＮ-Ｘサブキャラ ｻﾌﾞｷｬﾗ（絶対品番）
たれぱんだ、こげぱん、ｱﾌﾛ犬、みかんぼうや、ﾓﾉｸﾛﾌﾞｰ、ま
めごま、次の日ｹﾛﾘ、かものはしかも、くつしたにゃんこ、ｾﾝﾁﾒ
ﾝﾀﾙｻｰｶｽ　　※ﾉﾝｷｬﾗ含む

599 その他

600 セットレター 便箋、封筒がｾｯﾄになっているもの
ｶﾐｵ、ﾏｲﾝﾄﾞｳｪｲﾌﾞ、ｸﾗｯｸｽ、ｸｰﾘｱ、ﾜｲﾒｰﾙ等のﾒｰｶｰ。ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
も含む。

601 単品レター 便箋、封筒が単品になっているもの
GC、ｲｿｯﾌﾟが主体。ｴﾄﾗﾝｼﾞｪﾃﾞｨｺｽﾀﾘｶ、ｷｭｰﾋﾞｯｸｽ等のﾒｰｶｰ
も有る。一筆箋、一筆はがき、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞも含む。

610 ノート ﾉｰﾄ及びﾚﾎﾟｰﾄ用紙等ﾉｰﾄ類 ﾉｰﾄ、ﾚﾎﾟｰﾄ用紙。ﾌﾞﾗﾝﾄﾞも含む。

611 メモ ﾒﾓ帳、付箋 ﾒﾓ帳、付箋（俗にﾎﾟｽﾄｲｯﾄ、ﾀｯｸﾒﾓと呼ばれている）

612 ファイル ﾌｧｲﾙ 書類挟み

613 アルバム ｱﾙﾊﾞﾑ 写真帳（大小は問わず）、ｱﾙﾊﾞﾑﾘﾌｨｰﾙ。

620 ペン 筆記具全般
ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ、ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝ、ｻｲﾝペン、ﾏｰｶｰ、複合ﾍﾟﾝ、ｸﾚﾖﾝ、万年
筆、毛筆、墨汁、消しゴム、修正ﾍﾟﾝ、修正ﾃｰﾌﾟ、替え芯、等筆

621 筆記具小物 机上文具全般
ｸﾘｯﾌﾟ、ﾌﾞｯｸｴﾝﾄﾞ、ﾌﾟｯｼｭﾋﾟﾝ、定規、下敷、収納BOX、ｼｬｰﾌﾟ
ﾅｰ、のり、ﾊﾟﾝﾁ、ﾎｯﾁｷｽ、ﾌﾞｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ等

622 ペンケース ﾍﾟﾝｹｰｽ ﾍﾟﾝｹｰｽ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、ﾋﾞﾆｰﾙ、皮、布製、ｱﾙﾐ、ﾌﾞﾘｷ等）全般

630 Ａ５　マンスリー手帳
631 Ａ５　ウィークリー手帳
632 Ｂ６　マンスリー手帳
633 Ｂ６　ウィークリー手帳
634 Ａ６　マンスリー手帳
635 Ａ６　ウィークリー手帳
636 その他版型 Ａ５、Ａ６、Ｂ６以外のサイズ手帳全般 ﾎﾟｹｯﾄ手帳　他
637 アクセサリー 手帳周辺商品 手帳ﾊﾞﾝﾄﾞ　予定ｼｰﾙ　他
639 システム手帳 ｷｬﾗｸﾀｰ、ﾉﾝｷｬﾗｸﾀｰを問わず、ｼｽﾃﾑ手帳全般 ※ﾘﾌｨｰﾙを含む
640 スケジュールダイアリー 新品番設定に伴い使用中止
641 日記帳 日記帳 卓上用ｽｹｼﾞｭｰﾙ、赤ちゃん日記等
643 サイン帳 名前を書き記すﾉｰﾄ、署名する用紙 ｻｲﾝ帳、芳名長、色紙
644 家計簿 一家の収入・支出を記入する帳簿 家計簿
648 ＫＬダイアリー 新品番設定に伴い使用中止
651 卓上 卓上ｶﾚﾝﾀﾞｰ 主に机上で使用するｶﾚﾝﾀﾞｰ。FD、CD等小型のｶﾚﾝﾀﾞｰ
652 壁掛け 吊るしｶﾚﾝﾀﾞｰ 主に吊るして使用するｶﾚﾝﾀﾞｰ。大型のｶﾚﾝﾀﾞｰ
658 ＫＬカレンダー

660 ポストカード ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ全般
ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ主に郵送できるｶｰﾄﾞ（ｸﾘｽﾏｽｶｰﾄﾞは662）。ｻﾝﾘｵ（ﾉﾝ
ｷｬﾗｸﾀｰ）、学研、APJ、日本ﾎｰﾙﾏｰｸ、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾑｰﾝ等のﾒｰｶｰ
※5大標準化ｷｬﾗｸﾀｰ（D/S・S/N・D/B・ｿﾆｰCP・ｻﾝﾘｵは除く

661 グリーティングカード ｸﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ全般
ｴﾌﾞﾘﾃﾞｨｶｰﾄﾞ、ﾐﾆｶｰﾄﾞ主に挨拶状として使用するｶｰﾄﾞ（ｸﾘｽﾏｽ
のｸﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞは662）。660等のﾒｰｶｰ

662 シーズナルカード 季節展開を前提とするｶｰﾄﾞ 年賀状、ｸﾘｽﾏｽｶｰﾄﾞ、暑中、ぽち袋等のｶｰﾄﾞ

663 スタンプ ｽﾀﾝﾌﾟ及びｽﾃﾝｼﾙ全般
ｽﾀﾝﾌﾟ、ｽﾃﾝｼﾙ本体及び関連商材。こどものかお、GC、ｱｰｸ
ﾛｰﾄﾞ等のﾒｰｶｰ

664 ラッピング 包装紙、包装袋、包装箱、ﾘﾎﾞﾝ、紐、ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ用ｼｰﾙ ｿﾞﾅﾙﾄﾞ、ｻﾏｰｿﾞｰﾝ、学研、ｻﾝﾘｵ、洛柿舎等のﾒｰｶｰ

665 ギフト・ショッパーバッグ 手提げ袋 ｷﾞﾌﾄ及びｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞを主な用途とした手提げ袋
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666 シール ｼｰﾙ全般
GC、ﾏｲﾝﾄﾞｳｪｲﾌﾞ、ｶﾐｵ、ﾐｾｽｸﾞﾛｽﾏﾝ等のﾒｰｶｰ（664ｼｰﾙは含
まない）　※5大標準化ｷｬﾗｸﾀｰ（D/S・S/N・D/B・ｿﾆｰCP・ｻﾝﾘ
ｵ）は除く

668 ラッピングサービス ｷｬﾗｸﾀｰｼｮｯﾌﾟ専用の、包装資材を使用した有料ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞｻｰ

669 ファンシー文具雑貨 ピチレ雑貨含む

670 インポートキャラ文具 ｲﾝﾎﾟｰﾄｷｬﾗｸﾀｰ文具
海外で誕生した、文具主体のキャラクター&ブランド。使用に
際しては、商品部の許可を要する。Ⓒ管理されていて、かつ
雑貨が主体の海外キャラの文具→部門53

671 ジャパキャラ文具 ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞｷｬﾗｸﾀｰ全般

国内で誕生した、文具主体のキャラクター&ブランド。使用に
際しては、商品部の許可を要する。サカモトパロディ文具
Ⓒ管理されていて、かつ雑貨が主体の国内キャラの文具→
部門54

672 サンエックス 新品番設定に伴い使用中止
678 ＫＬサンエックス 新品番設定に伴い使用中止

701 バッグ 手提げ・肩かけ等の形状で単一で使用するもの

ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ、ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ、ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ、ﾃﾞｲﾊﾞｯｸﾞ、ﾘｭｯｸ、ﾎﾞｽﾄ
ﾝ、ﾚｯｽﾝﾊﾞｯｸﾞ、ﾌﾞﾘｰﾌｹｰｽ、ﾄﾗﾝｸ、ｳｴｽﾄﾎﾟｰﾁ、ﾋｯﾌﾟﾊﾞｯｸﾞ　※
ﾎﾟｰﾁ→702※A.但し、VWX、ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ、ｽﾇｰﾋﾟｰ、ﾌﾞﾙｰﾅ、ｲﾝﾎﾟｰ
ﾄｷｬﾗ、ｼﾞｬﾊﾟｷｬﾗ、ﾓﾝｽｲﾕ、ﾌﾞﾃｨﾙｳ、ｻｻﾞﾋﾞｰ、ｼﾝ＆ｶﾝﾊﾟﾆｰ等
ｷｬﾗｸﾀｰ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ性商品→該当品番参照

702 ポーチ
化粧品等小物を収納し、単一でなく主にﾊﾞｯｸﾞ等に入れて
携帯する小物入れ

ﾎﾟｰﾁ、巾着、ｼｶﾞﾚｯﾄｹｰｽ、ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭｹｰｽ、ｱｲﾃﾑｹｰｽ（ﾄﾞｳｼ
ﾘｰｽﾞ内で使用目的多様な物：ﾍﾟﾝｹｰｽ）　※主に単一使用する
ﾊﾞｯｸﾞ形状のもの→701

703 サイフ
札入れ、ｺｲﾝｹｰｽ、ﾊﾟｽｹｰｽ、ﾗｲｾﾝｽｹｰｽ、ｷｰｹｰｽ、名刺入
れ、ｶｰﾄﾞｹｰｽ　※但し、以下品番701の※Aと同じ

704 吉田カバン

710 ウオッチ 腕（懐中）時計に関する時計携帯用ﾗｲﾀｰ全般（ﾀﾊﾞｺ用）

腕時計、懐中時計、ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄｳｫｯﾁ、ﾘﾝｸﾞｳｫｯﾁ、ｶﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾞ、専
用ﾍﾞﾙﾄ、専用電池、修理代　ライター全般※置・掛時計→801
※但し、VWX、ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ、ｽﾇｰﾋﾟｰ、ﾌﾞﾙｰﾅ、ｲﾝﾎﾟｰﾄｷｬﾗ、ｼﾞｬﾊﾟ
ｷｬﾗ→別に該当品番あり

720 パジャマ
ﾅｲﾄｳｪｱの例示名を品番名とし、就寝用専用衣類全般（関
連品）

ﾊﾟｼﾞｬﾏ、ﾈｸﾞﾘｼﾞｪ、ｶﾞｳﾝ、ﾊﾝﾃﾝ、ﾊﾟｼﾞｬﾏ専用ｷﾞﾌﾄﾎﾞｯｸｽ　※全
てﾉﾝｷｬﾗ商品　※子供用→ﾄｲｽﾞ部門　※3大標準化ｷｬﾗｸﾀｰ
（D/S・S/N・D/B）は除く

721 アンダーウェア 下着・肌着全般（ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ）
ｼｮｰﾂ、ｷｬﾐｿｰﾙ、ﾗﾝｼﾞｪﾘｰ、ｱﾝﾀﾞｰｼｬﾂ、ﾄﾗﾝｸｽ（ﾉﾝｷｬﾗのみ）、
ﾌﾞﾗｼﾞｬｰ、ｶﾞｰﾄﾞﾙ、ﾌﾞﾘｰﾌ、ﾊﾞｽﾛｰﾌﾞ　※全てﾉﾝｷｬﾗ商品　※子
供用→ﾄｲｽﾞ部門　※3大標準化ｷｬﾗｸﾀｰ（D/S・S/N・D/B）は

722 トップス 主に上半身に着用する衣類（ｶｯﾄｿｰ含む）上着全般
ｱｳﾀｰ用Tｼｬﾂ、ﾄﾚｰﾅｰ、ｶｯﾀｰｼｬﾂ、ﾎﾟﾛｼｬﾂ、ﾌﾞﾗｳｽ、ｾｰﾀｰ、ﾍﾞ
ｽﾄ、ｶｰﾃﾞｨｶﾞﾝ　※全てﾉﾝｷｬﾗ商品　※子供用→ﾄｲｽﾞ部門　※
3大標準化ｷｬﾗｸﾀｰ（D/S・S/N・D/B）は除く

723 ボトム 主に下半身に着用する衣類
ｼﾞｰﾝｽﾞﾊﾟﾝﾂ、ｽｶｰﾄ、ｼｮｰﾄﾊﾞﾝﾂ、ﾊﾞﾐｭｰﾀﾞﾊﾟﾝﾂ、ｷｭﾛｯﾄｽｶｰﾄ、
ｲｰｼﾞｰﾊﾟﾝﾂ、ｽﾊﾟｯﾂ　※ｱﾝﾀﾞｰ用→721　※子供用→ﾄｲｽﾞ部門
※3大標準化ｷｬﾗｸﾀｰ（D/S・S/N・D/B）は除く

728 ＫＬアパレル

730 ソックス
脚に関する装身具（ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽ含む）・原則として1足単
位で販売する商品

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｿｯｸｽ、ﾉｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞｿｯｸｽ　※ﾙｰｽﾞｿｯｸｽ以外のｿｯｸｽは全
て該当する　※ｷｬﾗｸﾀｰ→ｷｬﾗ部門に該当

732 ３Ｐ１０００ソックス
脚に関する装身具（ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽ含む）・3足一組で納品さ
れる商品

3足一組で販売するｿｯｸｽ　※ﾊﾞｰｹﾞﾝ時、変則的に5足で販売
する場合→732　※3足一組で納品された商品を1足で販売す
る場合→732

733 ストッキング 脚に関する装身具 ﾊﾟﾝﾃｨｽﾄｯｷﾝｸﾞ、ﾀｲﾂ、ｽﾄｯｷﾝｸﾞ、ｶﾞｰﾀｰﾍﾞﾙﾄ
734 ソックスラボ
739 その他７３
740 プティプランス 売上消化仕入
741 セブンシーズ 売上消化仕入
742 ルイ
743 シルバーハウス 売上消化仕入
744 きらら 売上消化仕入
745 カミオジャパン消化仕入 売上消化仕入 カミオジャパンの消化仕入商品。
746 エドエックス 売上消化仕入
747 プチランド 売上消化仕入
748 ラビ 売上消化仕入
750 青和通商 売上消化仕入
751 ジョリマリエ 売上消化仕入
752 オブジェナチュール消化 売上消化仕入 オブジェナチュールの商品の内、消化仕入で扱う商品。
754 トーマン 売上消化仕入
755 デコレル 売上消化仕入
756 トーマン・ＳＮ 売上消化仕入 トーマンのスヌーピー商品。
759 その他７５
760 スカーフ 主に首、肩に巻いたり掛けたりする装身具 ｽｶｰﾌ　※ｷｬﾗｸﾀｰ商品→ｷｬﾗｸﾀｰ部門

761 マフラー
主に首、肩に巻いたり掛けたりする装身具・防寒やﾌｧｯｼｮﾝ
目的で使用するもの

ﾏﾌﾗｰ、ｽﾄｰﾙ、ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ　※ｷｬﾗｸﾀｰ商品→ｷｬﾗｸﾀｰ部門

762 手袋 ﾆｯﾄ、皮、合皮等の素材で防寒やﾌｧｯｼｮﾝ目的で使用するも 5指手袋、ﾐﾄﾝ手袋　※ｷｬﾗｸﾀｰ商品→ｷｬﾗｸﾀｰ部門
769 シーズナルファッション他 扇子など

770 ハンカチ
ﾊﾝｶﾁ、ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ、ﾀｵﾙﾊﾝｶﾁ、専用ｷﾞﾌﾄﾎﾞｯｸｽ　※ｷｬﾗｸﾀｰ商品
→ｷｬﾗｸﾀｰ部門

771 ファッショングラス ﾌｧｯｼｮﾝを目的で使用するﾒｶﾞﾈ
ｻﾝｸﾞﾗｽ、伊達ﾒｶﾞﾈ、ﾒｶﾞﾈｹｰｽ、ﾒｶﾞﾈ拭き、ｸﾞﾗｽｺｰﾄﾞ　※ｼﾞｮｰｸ
的な商材はﾊﾞﾗｴﾃｨｰ部門　※ｷｬﾗｸﾀｰ商品→ｷｬﾗｸﾀｰ部門
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772 レインギア 雨に関する商材全般
雨傘、日傘、ｺﾞﾙﾌ用傘、番傘、蛇の目傘、ﾚｲﾝｺｰﾄ、ﾚｲﾝﾊｯﾄ、
ﾚｲﾝｼｭｰｽﾞ　※ｷｬﾗｸﾀｰ商品→ｷｬﾗｸﾀｰ部門　※子供用→ﾄｲｽﾞ

773 モバイルグッズ 携帯電話等のﾓﾊﾞｲﾙ商品の装身具
ｽﾄﾗｯﾌﾟｺｰﾄﾞ（携帯電話用・ﾎﾟｹﾍﾞﾙ用）、ﾁｪｰﾝ（携帯電話用・ﾎﾟ
ｹﾍﾞﾙ用）、携帯電話ｹｰｽ、ﾎﾟｹﾍﾞﾙｹｰｽ

777 ビーズアクセサリー
779 その他７７

780 帽子 主にﾌｧｯｼｮﾝを目的で使用する帽子
ｷｬｯﾌﾟ、ｸﾛｼｪ、ﾛｰﾙ、ﾒﾄﾛ、ｻﾌｧﾘ、ﾍﾞﾚｰ、ﾆｯﾄ、ｽﾄﾛｰ、変形　※
ﾍﾙﾒｯﾄは426　※子供用→玩具部門

781 ベルト 胴のまわりにしめるひも状、または帯状のものの総称
ｶﾏｰﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾁｪｰﾝﾍﾞﾙﾄ、ｻｯｼｭ、ｻｽﾍﾟﾝﾀﾞｰ、ﾍﾞﾙﾄ　※ｷｬﾗｸﾀｰ商
品→ｷｬﾗｸﾀｰ部門　※子供用→ﾄｲｽﾞ部門

782 フットウェア 戸外で使用する履物（ｻﾝﾀﾞﾙ類を除く）
ﾊｲﾋｰﾙ、ﾊﾟﾝﾌﾟｽ、ｽﾘｯﾌﾟｵﾝ、ｽﾆｰｶｰ、ｶﾝﾌｰ、ﾌﾞｰﾂ、ｼｭｰﾚｰｽ
※ﾚｲﾝｼｭｰｽﾞ→772　ﾙｰﾑｼｭｰｽﾞ→813

783 サンダル 戸外で使用する履物 ｻﾝﾀﾞﾙ、ﾋﾞｰﾁｻﾝﾀﾞﾙ、下駄

784 ヘア－アクセサリー 頭部（頭髪）の装身具
ﾍｱﾘﾎﾞﾝ、ﾍｱｺﾞﾑ、ﾍｱﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾎﾟﾆｰﾘﾝｸﾞ、ﾊﾞﾚｯﾀ、ｶﾁｭｰｼｬ、ﾍｱﾋﾟ
ﾝ、ﾍｱｸﾘｯﾌﾟ　※子供用→玩具部門　※ｲﾝｼｮｯﾌﾟ→該当品番あ

785 ファッションアクセサリー 服装をより美しく整えるための装身具
ﾈｯｸﾚｽ、ﾌﾞﾛｰﾁ、ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ、指輪、ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ､ｲﾔﾘﾝｸﾞ、ﾋﾟｱｽ、ｺｻｰ
ｼﾞｭ、ｱﾝｸﾚｯﾄ、ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ、ｶﾌｽ、ﾀｲﾋﾟﾝ、ﾀｲｸﾘｯﾌﾟ、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀﾄｩｰ
※子供用→玩具部門　※ｲﾝｼｮｯﾌﾟ→該当品番あり

786 ヘアーピーズ 頭髪の一部分に添え加える髪 ﾌｧｯｼｮﾝｶﾂﾗ、ﾍｱｰﾋﾟｰｽ
788 ＫＬファッショングッズ
789 その他７８
790 Ｕ．Ｕ
792 ボイス 売上消化仕入
793 チェリーベリー

800 オルゴール ｵﾙｺﾞｰﾙ機能を商品価値としたもの
ﾀﾝｽ型ｵﾙｺﾞｰﾙ、陶器ｵﾙｺﾞｰﾙ、人形ｵﾙｺﾞｰﾙ、手回しｵﾙｺﾞｰﾙ、
ﾃﾚﾌｫﾝｵﾙｺﾞｰﾙ 　※ｷｬﾗｸﾀｰ→ｷｬﾗｸﾀｰ部門

801 クロック 710を除く、時計機能を持っているもの全般
壁掛時計、置時計、目覚まし時計（ﾄﾗﾍﾞﾙﾀｲﾌﾟも含む）　※ｷｬﾗ
ｸﾀｰを除く

802 フレーム 写真やｶｰﾄﾞを美しくかわいく見せるための小物
木製ﾌﾚｰﾑ、ｶﾗｰｶﾞﾗｽﾌﾚｰﾑ（木製・ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ・ﾋﾞﾆｰﾙ・ﾜｲﾔｰ・ﾒ
ﾀﾙ・ｶﾞﾗｽ・紙等の素材で出来た物）　※ｷｬﾗｸﾀｰを除く

804 ライト 室内使用を目的とした照明機能を持つもの ﾃｰﾌﾞﾙﾗｲﾄ、ｸﾘｯﾌﾟﾗｲﾄ、ｽﾀﾝﾄﾞﾗｲﾄ、ﾀｯﾁｾﾝｻｰﾗｲﾄ　※ｷｬﾗｸﾀｰ

805 ガーデニング 室内外の装飾を目的とした植物関連全般
卓上観葉植物、花器、ｻﾎﾞﾃﾝ、ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ、ﾎﾟﾌﾟﾘ、栽培ｾｯﾄ、
ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｸﾞｯｽﾞ（ｼﾞｮｰﾛ・ｽﾌﾟﾚｰ・ﾌﾟﾗﾝﾀｰ・ﾐﾆｼｬﾍﾞﾙ・ﾐﾝｲｸﾜﾃﾞ）
※ｷｬﾗｸﾀｰは除く

809 その他８０ 室内で使用する装飾小物
ｷｬﾝﾄﾞﾙ（ﾎﾙﾀﾞｰ・燭台）、ｱｸｾｻﾘｰﾄﾚｰ（ｽﾀﾝﾄﾞ）、ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗｯｸ、
CDﾗｯｸ、ｶｰﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ、砂時計、ﾐﾆﾌｧﾆﾁｬｰ、ｶｾｯﾄﾗｯｸ、ｳｲﾝﾄﾞﾁｬ
ｲﾑ、ﾋﾟｱｽﾎﾙﾀﾞｰ、空ﾋﾞ物　※ｷｬﾗｸﾀｰは除く

810 テーブルウェア 食器に関するもの全般
湯飲み、ｸﾞﾗｽ、ｶｯﾌﾟ&ｿｰｻｰ、ﾃﾞｨｯｼｭ、ﾎﾞｰﾙ、ｼｭｶﾞｰﾎﾟｯﾄ、ｺｰｽ
ﾀｰ、ｶﾄﾗﾘｰ、ﾗﾝﾁｮﾝﾏｯﾄ、ﾄﾚｲ　※ｷｬﾗｸﾀｰは除く

811 ランチグッズ 主に外出先で食べる食品を持ち歩くための小物
ﾗﾝﾁﾎﾞｯｸｽ、ﾗﾝﾁｸﾛｽ、携帯用（ﾊｼ、ﾌｫｰｸ・ｽﾌﾟｰﾝ）、巾着、ﾗﾝﾁ
ﾄｰﾄ、ｺｯﾌﾟ,ﾚｼﾞｬｰｼｰﾄ　※ｼﾘｰｽﾞ（同一ﾃﾞｻﾞｲﾝ）のﾗﾝﾁﾎﾞｯｸｽの
関連品全般　※ｷｬﾗｸﾀｰは除く

812 キッチンウェア 料理・調理用品関連

ｽﾄｯｶｰ、ｷｬﾆｽﾀｰ、計量ｽﾌﾟｰﾝ、ﾌﾞﾚｯﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ、ｷｯﾁﾝﾀｲﾏｰ、ｴｯ
ｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ、ﾃﾞｨｯｼｭﾌﾞﾗｼ、ｼﾞｭｰｻｰ、ｷｯﾁﾝﾀｵﾙ、ﾋﾟｯﾁｬｰ、ｽﾊﾟｲｽﾎﾞ
ﾄﾙ、ｽｸﾗﾌﾞ、ｷｯﾁﾝﾐﾄﾝ、ﾊﾞｽﾀﾒｼﾞｬｰ、ｾﾝﾇｷ、ﾎﾞﾄﾙｽﾄｯﾊﾟｰ　※
ｷｬﾗｸﾀｰは除く

813 ファブリック 室内で使用する日常用途の布製品関連
ｽﾘｯﾊﾟ、ﾙｰﾑｼｭｰｽﾞ、ｴﾌﾟﾛﾝ、ﾋﾟﾛｹｰｽ、ﾃｰﾌﾞﾙｸﾛｽ、ﾙｰﾑﾏｯﾄ、
ｶｰﾃﾝ、ﾃｨｯｼｭﾎﾞｯｸｽｹｰｽ、ｸｯｼｮﾝ　※ｷｬﾗｸﾀｰは除く

819 その他８１ アウトドアで使用する物 テント、調理器具
820 タオル ﾀｵﾙ全般 ｳｫｯｼｭﾀｵﾙ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ、ﾊﾞｽﾀｵﾙ、ﾋﾞｰﾁﾀｵﾙ　※ｷｬﾗｸﾀｰは除く

821 日常雑貨
ﾀｵﾙ以外の浴室・トイレ内で主に使用する器具・用品など
のバストイレタリー他日常雑貨群

ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾞﾗｼ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ、ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰ、ﾊﾌﾞﾗｼ
立て、ｿｰﾌﾟﾃﾞｨｯｼｭ、ﾊﾌﾞﾗｼ、ﾊﾐｶﾞｷ、ｿｰﾌﾟ、ﾊﾞｽｵｲﾙ、浴用剤、
便座ｶﾊﾞｰ、ﾄｲﾚﾌﾞﾗｼﾊﾝｶﾞｰ、ﾊﾞｽｹｯﾄ（ﾜｲﾔｰ・ﾗﾀﾝ）、ﾗﾝﾄﾞﾘｰｹｰ
ｽ（ﾎﾞｯｸｽ）、洗濯ﾊﾞｻﾐ、ｱｲﾛﾝ台、ｼｭｰｷｰﾊﾟｰ　※ｷｬﾗｸﾀｰは除
く

830 コスメティック ﾌｪｲｼｬﾙ、ﾒｲｸｱｯﾌﾟ等人体を美しく外見上変えるもの
ﾒｲｸ用ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ、ｱｲｼｬﾄﾞｰ、ｱｲﾗｲﾝ、ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ、ﾁｰｸ、ﾈｲﾙ
ｴﾅﾒﾙ　※ｷｬﾗｸﾀｰは除く。食品→401

831 フレグランス ｵｰﾃﾞｺﾛﾝ、ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ、ﾊﾟﾋｭｰﾑ ﾐﾆﾁｭｱｺﾛﾝ

832 ヘアケア＆スキンケア 毛髪・肌に関する化粧品、ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ化粧品
ｼｬﾝﾌﾟｰ、ﾘﾝｽ、ﾑｰｽ、ﾃﾞｨｯﾌﾟ、ﾐｽﾄ、ﾛｰｼｮﾝ、ｽｸﾗﾌﾞ、ﾎﾞﾃﾞｨﾛｰｼｮ
ﾝ、ﾘｯﾌﾟｸﾘｰﾑ、ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ、ｻﾝｵｲﾙ、ｻﾝｼｪｰﾄﾞ　※ｷｬﾗｸﾀｰは除
く

833 ヘルスケア 健康や衛生面を維持管理するもの
各種健康ｸﾞｯｽﾞ、痩身用品、ﾄﾞｸﾀｰｼｮｰﾙ、ﾍﾙｽﾒｰﾀｰ　※ｷｬﾗｸ
ﾀｰは除く

834 ネイルケア 美しく輝く爪を維持するための関連商品
爪切り、付け爪、ﾈｲﾙﾎﾟﾘｯｼｭ、ﾈｲﾙﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ、ｴﾅﾒﾙﾘﾑｰﾊﾞｰ、
ﾈｲﾙﾌﾞﾗｼ、ﾈｲﾙﾄﾞﾗｲﾔｰ、ｴﾅﾒﾙ薄め液、ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ、ﾍﾞｰｽｺｰﾄ　※
ｷｬﾗｸﾀｰは除く

835 リラクゼーション ｽﾄﾚｽ解消や精神安定を目的とした商品全般
環境CD、ｱﾛﾏ用品（ｷｬﾝﾄﾞﾙ・ｵｲﾙ）、ｲﾝｾﾝｽ、ｲﾝｾﾝｽﾄﾚｰ（ｽﾀﾝ
ﾄﾞ）、ﾊﾝﾃﾞｨﾏｯｻｰｼﾞｬｰ　※ｷｬﾗｸﾀｰは除く

839 その他８３

840 スイマー ｽｲﾏｰ全般
ｲﾝﾃﾘｱ、ﾊｳｽｳｪｱｰを中心にﾄｰﾀﾙｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ要素を持っている
ため単独品番とする

841 ワチフィールド ﾜﾁﾌｨｰﾙﾄﾞ全般
ｲﾝﾃﾘｱ、ﾊｳｽｳｪｱｰを中心にﾄｰﾀﾙｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ要素を持っている
ため単独品番とする。食品→401

842 リブハウス ﾘﾌﾞﾊｳｽ全般
ｲﾝﾃﾘｱ、ﾊｳｽｳｪｱｰを中心にﾄｰﾀﾙｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ要素を持っている
ため単独品番とする
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843 マニーショップ ﾏﾆｰｼｮｯﾌﾟ全般
ｲﾝﾃﾘｱ、ﾊｳｽｳｪｱｰを中心にﾄｰﾀﾙｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ要素を持っている
ため単独品番とする

844 グラディー
846 ラムリーズ
848 不二貿易￥３００均 不二貿易扱いの￥300均一商品
849 その他８４
900 使用停止パルクラブ（食 ﾊﾟﾙｸﾗﾌﾞ「ｺｺﾅｯﾂｷｽ」の食材全般 2017/11/1、401へ統合。
901 パルクラブ（その他） ﾊﾟﾙｸﾗﾌﾞ「ｺｺﾅｯﾂｷｽ」の食材以外全て ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ、ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ、ｷﾞﾌﾄﾎﾞｯｸｽ、ﾘﾎﾞﾝ、ｶｰﾄﾞ、機具
902 使用停止手作りチョコ ﾊﾟﾙｸﾗﾌﾞ「ｺｺﾅｯﾂｷｽ」以外の手作りﾁｮｺ関連商品 2017/11/1、401へ統合。
903 使用停止バレンタインチョ ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝｾｰﾙとして仕入れたﾁｮｺﾚｰﾄ（400、401、412を除く） 2017/11/1、401へ統合。
909 その他９０

910 Ｗ－ｄａｙハンカチセット
ﾎﾜｲﾄﾃﾞｰｾｰﾙとして仕入れた、ﾊﾝｶﾁやﾐﾆﾃﾘｰと組み合わさ
れた商品

ﾏｸﾞとﾊﾝｶﾁｾｯﾄ、ﾎﾟｰﾁとﾐﾆﾃﾘｰのｾｯﾄ、ﾊﾝｶﾁとﾄﾜﾚのｾｯﾄ、巾
着とﾄﾜﾚのｾｯﾄ　※CB商材として品番指定したもの

911 使用停止Ｗ－ｄａｙお菓子 ﾎﾜｲﾄﾃﾞｰｾｰﾙとして仕入れた食べ物全般 2017/11/1、401へ統合。

919 その他９１ ﾎﾜｲﾄﾃﾞｰｾｰﾙとして仕入れた商品全般
ぬいぐるみｾｯﾄ、ﾌﾗﾜｰｺﾛﾝ　※CB商材として品番指定したも
の

920 クリスマス用品 921、922に属さない装飾を主体としたｸﾘｽﾏｽﾊﾞｰｼﾞｮﾝ全般
ﾂﾘｰ、ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ、ﾘｰｽ、ﾓｰﾙ､ﾗｲﾄ、ﾍﾞﾙ、ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ、ﾂﾘｰｾｯﾄ、
ｵｰﾅﾒﾝﾄｾｯﾄ　※CB商材として品番指定したもの

921
使用停止クリスマスお菓子
類

ｸﾘｽﾏｽｾｰﾙとして仕入れたお菓子類 2017/11/1、401へ統合。

922 クリスマス雑貨商品 ｸﾘｽﾏｽｾｰﾙとして仕入れた、ｻﾝﾀ柄・ｸﾘｽﾏｽ柄の商品全般
ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ、ｵﾙｺﾞｰﾙ、ﾌﾚｰﾑ、ｸﾘｽﾏｽ柄（ｻﾝﾀ柄・ﾄﾅｶｲ柄・ﾂﾘｰ
柄）の雑貨全般（ｲﾝﾃﾘｱ・一部ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ等）、ｻﾝﾀ衣装、ｽﾉｰ
ｽﾌﾟﾚｰ、ｷｬﾝﾄﾞﾙ　※CB商材として品番指定したもの

928 ＫＬクリスマス
929 その他９２
930 玩具福袋
931 雑貨福袋
938 ＫＬ福袋

940 サマーグッズ 主に夏季に販売する季節性の高い商品
ﾌﾟｰﾙ、うきわ、ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ、足ﾋﾚ、水中ﾒｶﾞﾈ、ﾋﾞｰﾄ板、ﾌﾛｰﾄ、
ﾎﾞｰﾄ、ﾋﾞｰﾁ・ﾌﾟｰﾙ用品、風鈴、うちわ、かき氷機、蚊取り器、
土鍋ｾｯﾄ、扇風機、花火

949 ハロウィーン オリジナル含む。　食品は401。
950 テレカ ﾃﾚﾌｫﾝｶｰﾄﾞ全般

952 電池
ｱﾙｶﾘ電池、ﾏﾝｶﾞﾝ電池、ﾆｯｶﾄﾞ充電電池、充電器、商品を
販売する際必要な電池絶えず取扱い、お客様の至便を図
る事が取扱いの目的。

玩具、ﾊﾞﾗｴﾃｨ商品に最近良く使われる電池の種類。頻度の
高い物から列挙します。単三ｱﾙｶﾘ、単三ﾏﾝｶﾞﾝ、単四ｱﾙｶﾘ、
単二ﾏﾝｶﾞﾝ、単二ｱﾙｶﾘ、単五ｱﾙｶﾘ、LR-44、ﾎﾟｹﾍﾞﾙ用ﾎﾞﾀﾝ電
池。その他は同列ですが、頻度の低い物は006P、単一は使
用する商品減少のため。

958 アウトレット
960 雑誌
961 一般．文芸
962 人文．社会
963 新書
964 文庫
965 地図．ガイド
966 地形図
967 実用書
968 児童書
969 コミック
970 法律．ビジネス
971 理工
972 教育書
973 辞典
974 語学
975 小中学参
976 高校学参
977 願書
978 洋書
979 カセット．ＡＶ
980 季節
998 ダミー
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