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第２８類

スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム

機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲
がん

碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイ

スカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー

用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャ

ン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具

，昆虫採集用具

スキーワックス ０５Ｄ０１

［第４類 第16類］

遊園地用機械器具（「業務用テレビゲーム機」を除く。） ０９Ｇ５３

［第９類］

愛玩動物用おもちゃ １９Ｂ３３
がん

［第６類 第18類 第20類 第21類］

おもちゃ 人形 ２４Ａ０１

［第９類 第20類］

１ おもちゃ

（１）金属製おもちゃ

おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクシ

ョンおもちゃ ブローチ 呼びこ レバーアクションおもちゃ

（２）木製又は竹製のおもちゃ

板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ

（３）紙製おもちゃ

色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵
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（４）布製おもちゃ

縫いぐるみ

（５）プラスチック製おもちゃ

型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ

（６）ゴム製おもちゃ

型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ

（７）おもちゃ楽器

オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴

（８）セットおもちゃ

組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ

（９）縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火

きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ こいのぼり 子供

用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ

たこ 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児

用プール 輪投げ

２ 人形

（１）日本人形

おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服

ひな人形及びその附属品

（２）西洋人形

人形用被服 フランス人形 マスコット人形

（備考）「おもちゃ 人形」は、「囲碁用具 歌がるた 将棋用具 さいころ すご

ろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手

品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具」に類似する。

囲碁用具 歌がるた 将棋用具 さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンド

ゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マ

ージャン用具 ２４Ｂ０１

１ 囲碁用具

碁石 碁け 碁盤

２ 将棋用具

こま こま台 将棋盤

３ 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具

チェッカー用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具

４ 手品用具

（備考）「囲碁用具 歌がるた 将棋用具 さいころ すごろく ダイスカップ ダ
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イヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 ト

ランプ 花札 マージャン用具」は、「おもちゃ 人形」、第９類の「家庭用

テレビゲームおもちゃ 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶

させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ」及び第20類の「揺りかご 幼児用歩行器」

に類似する。

遊戯用器具 ビリヤード用具 ２４Ｂ０２

［第24類］

１ 遊戯用器具

コリントゲーム器具 スマートボール器具 スロットマシン 抽選器 ぱちんこ器具

２ ビリヤード用具

キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台

運動用具 ２４Ｃ０１

［第６類 第８類 第９類 第19類 第20類 第21類 第22類 第25類 第27類］

１ 野球用具及びソフトボール用具

グローブ 硬式ボール ソフトボール 軟式ボール バッティング用手袋 ネット

バット バットケース ベース マスク ミット 胸当て

２ 球技用具

肩当て すね当て チューブ ネット ひざ当て ボール

３ 陸上競技用具

円盤 サークル スターティングブロック バー ハードル バトン ハンマー 砲

丸 棒高跳びポール やり

４ テニス用具及びバドミントン用具

硬式ボール シャトルコック 軟式ボール ネット ラケット ラケットガット ラ

ケットケース

５ 卓球用具

卓球台 ネット ボール ラケット ラケットケース

６ ホッケー用具

スティック すね当て 手袋 パック ボール 胸当て

７ ゴルフ用具

キャディーバッグ クラブ グリーンマーカー ティー 手袋 ボール 練習用マッ

ト



- 130 -

８ ボウリング用具

ボウリンググローブ ボウリングバッグ ボール

９ スキー用具

シール スキー スキーエッジ スキーケース 締め具 スクレーパー ストック

10 スケート用具

アイススケートエッジ スケート靴 ローラースケート

11 ボクシング用具

グローブ サンドバッグ パンチングボール バンデイジ マウスピース

12 弓道用具

弦 こて 的 矢 矢筒 弓 洋弓

13 フェンシング用具

サーベル スオード 手袋 フォイル マスク

14 剣道用具

こて 竹刀 胴 木刀 面

15 体操用具

あん馬 スプリング台 つりわ 鉄棒 跳び箱 踏切板 平均台 平行棒

16 新体操用具

帯状布 こん棒 なわ ボール 輪

17 重量挙げ用具

あれい 重量挙げ用ベルト ダンベルシャフト バーベル

18 足ひれ 呼吸管 水中銃

19 ウインドサーフィン用のボード 運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパン

ダー カーリング用具 組立て式プール ゲートボール用具 サーフボード サーフボ

ード用バッグ サポーター シーソー 水上スキー スカッシュ用具 スケートボード

スターターピストル スノーボード すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用

バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ボブスレー 木

馬 ライン引き ラクロス用具 ロージン

釣り具 ２４Ｄ０１

［第31類］

浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用

かご リール ルアー
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昆虫採集用具 ２５Ｂ０２

柄付き捕虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ


