制限対象商品ガイドライン
2016/05/30 現在
Amazon.co.jp（以下「当サイト」といいます。）で販売される商品の製造者及び販売者（以下「ベンダー」といいます。）は、
当サイトでの販売のためにベンダーセントラル又はベンダーエクスプレスに登録する商品が全ての法令及び本ガイドラインを含む本
サイト上の条件、ポリシー、ガイドライン、規則、及びその他の情報（以下総称して「Amazon ポリシー」といいます。）を遵守し
ていることを確認しなければなりません。本ガイドラインでは、商品自体又は販売方法が法令により規制されているもの、又は
Amazon ポリシーによって登録が認められていない商品（以下「制限対象商品」といいます。）の例を挙げています。
以下の制限対象商品の一覧は、例に過ぎず、法的な助言の提供を意図しているものではありません。また、当サイトは特定の
商品が制限対象商品に該当するかどうかについて独自の裁量により判断し、いつでも商品掲載を中止等する権限を留保しま
す。
その他の関連規約
特定のカテゴリーでは、商品を登録する前に Amazon から事前承認を得る必要があります。商品のなかには輸入・輸出に関す
る制限が適用される場合があります。ベンダーが海外向け商品の登録を希望している場合は、商品が適用される全ての法令や
規制に適合していることを確認するために適切な調査を行う責任があります。
登録可能商品と登録禁止商品の例示について
本ガイドラインに示された商品例は、全てを網羅したものではなく、あくまでも一部の例示にすぎません。商品に関する法令や規
制についてご不明な点がある場合は、顧問弁護士等に相談することをお勧めします。たとえ商品が「登録可能商品例」に記載さ
れていたとしても、全ての適用法令に適合していなければなりません。また、Amazon が提供する関連リンクは、情報提供のため
のものに過ぎず、Amazon がそれらのリンク先の情報の正確性を保証するものではありません。
注: 各商品又はカテゴリーのページは、随時更新していきます。定期的に以下の関連トピックを確認いただくことをお勧めします。

関連トピック
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Amazon デバイス及び修理・メンテナンス用アクセサリ商品
(1)Kindle/Fire デバイス及びその他の Amazon デバイス(以下総称して「Amazon デバイス」といいます。)並びに(2)それらの
修理・メンテナンス等のためのアクセサリ商品(以下総称して「修理アクセサリ商品」といいます。)は当サイトでの販売のための登録
が一切禁止されています。修理アクセサリ商品以外の Amazon デバイス用アクセサリ商品の登録については、以下のガイドライ
ンが適用されます。

Amazon デバイス用アクセサリ商品（修理アクセサリ商品を除く）
Amazon デバイス用アクセサリ商品（Amazon デバイスの修理・メンテナンス等のための関連商品を除く。以下総称して「アク
セサリ商品」といいます。）の登録は全て、Amazon デバイス用アクセサリ商品の「公正使用及び適合性に関するガイドライン」を
遵守しなくてはなりません。ベンダーは、とりわけ、以下の事項に留意してください。


商品名（ベンダーの商品又はそのパッケージに表示されている名称等）に、「Amazon」、「Kindle」、「Fire」、
「Kindle Paperwhite」、「Kindle Voyage」、「Amazon Fire TV」 、「Fire TV Stick」、「Amazon Echo」又は
Amazon の図形記号、ロゴマーク、アイコンその他の商標を含んではなりません。



Amazon サイトの商品詳細ペー ジで、「Amazon」、「Kindle」、「Fire」、「Kindle Paperwhite」、「Kindle
Voyage」、「Amazon Fire TV」 、「Fire TV Stick」に言及できるのは、該当商品が Amazon デバイスと一緒に使
用することを目的としていること、又は Amazon デバイス対応の商品である ことを説明する場合に限られます。（容認
される商品の見出し例：「Kindle で使えるカバー(赤)」、「Kindle 用カバー（赤）」又は 「Kindle 対応カバー
（赤）」など。）詳細は、「手数料及び価格」を参照してください。



「Amazon」、「Kindle」、 「Fire」、「Kindle Paperwhite」、「Kindle Voyage」、「Amazon Fire TV」 、「Fire
TV Stick」と共に使用するアクセサリ商品として商品名又は商品説明に言及する場合、又は Amazon デバイス対応
の商品として登録する場合は、 Amazon デバイスのアクセサリ商品として分類する必要があります。



ベンダーは、その都度 Amazon の書面による使用許諾に従う場合 を除き、Amazon ロゴ、その他の Amazon の図
形記号、ロゴ、アイコン、その他の商標を、ウェブサイト、商品、パッケージ、マニュアル、販売促進若 しくは広告宣伝用の
資料において、又はそれらに関連して、あるいはその他を目的として、使用することはできません。

ベンダーは、登録する商品につき、全ての適用法令を確実に遵守する責任を負います。
違反に対する措置
ベンダーは、Amazon ポリシーに違反した場合、以下の措置をとられることがあります（ただし、これらに限られません）。


商品情報の取消し



アカウントの停止
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上記の措置は、Amazon とベンダー間の契約上容認される措置に追加されるものであり、これを何ら制限するものではありませ
ん。Amazon は、その単独の裁量により、商品が適切か否かを判断する権利を留保します。

公正使用及び適合性に関するガイドライン
ベンダーは、ベンダーの販売する汎用製品であって、Amazon デバイスの修理・メンテナンス等のためのアクセサリ以外の製品につ
いて (*)、Amazon の製品又はサービスに適合していることを記述するあらゆる説明文において Amazon、 Kindle、Fire、
Kindle Paperwhite、Kindle Voyage、Amazon Fire TV 又は Fire TV Stick（ただし、Amazon ロゴその他
Amazon が所有する図形記号又はロゴマークを除きます）を使用することができます。＊Amazon デバイスの修理・メンテナン
ス等のためのアクセサリ商品を登録することは禁止されています。
ただし、
1. Amazon、Kindle、Fire、Kindle Paperwhite、 Kindle Voyage、Amazon Fire TV 又は Fire TV Stick の文字
を、ベンダーの商品又はサービスの名称の一部に使用することはできません。
2. Amazon、Kindle、Fire、Kindle Paperwhite、Kindle Voyage、Amazon Fire TV 又は Fire TV Stick の文字
は、「～での使用に適した」、「～用」又は「～に対応」等の説明文において使用するものとしま す。
3. Amazon、Kindle、Fire、Kindle Paperwhite、Kindle Voyage、Amazon Fire TV 又は Fire TV Stick の文字
を、ベンダーの商品又はサービスの名称より目立たせてはいけません。Amazon、Kindle、Fire、Kindle Paperwhite、
Kindle Voyage、Amazon Fire TV、又は Fire TV Stick の文字を、いかようにも強調してはいけません。たとえば、太
字、斜体又は大きなフォントで表示しては いけません。
4. ベンダーの商品又はサービスは、Amazon の商品又はサービスに、実際に適合する、あるいは 対応しているものとします。
5. Amazon 又は Amazon ブランドに言及する場合、ベンダー、ベンダーの商品又はサービスについて、あたかも Amazon や
Amazon の商品若しくはサービスがこれを推奨するか、これのスポンサーとなっているか、別途これに関連しているかのように
一般消費者に誤認を与える掲載をしてはなりません。
例：ジョーは、Kindle デバイスにフィットするユニークなカバーをデザインしたいと考えています。彼はそれを「ジョーのカバー」 と
名付けます。ジョーは、自作のカバーが「Kindle にフィット」すること、「Kindle 用」であること、又は「Kindle に使える」ことが
わかる一文を記載することができます。たとえば、「ジョーのカバーは Kindle デバイスにフィットします、ジョーのカバーは
Kindle 用です、ジョー のカバーは Kindle 製品に使えます、ジョーのカバー Kindle 対応で発売中!」等の使用は認められ
ます。一方で、ジョーは、Amazon 、Kindle、Fire、Kindle Paperwhite、Kindle Voyage、Amazon Fire TV 又は
Fire TV Stick を自身の商品名の一部として使用することはできません。従って、「ジョーの Kindle カバー」、「ジョーによる
Kindle カバー」、「ジョーKindle カバー」等の使用は認められません。
Amazon 商標の不正使用
商標 又はドメイン名としての使用若しくは登録：ベンダーは、その全て又は一部であるとを問わず、Amazon、Kindle、Fire、
Kindle Paperwhite、Kindle Voyage、Amazon Fire TV、Fire TV Stick 又は Amazon Echo その他 Amazon の
商標（Amazon が所有する図形記号、ロゴマーク、アイコン又はその他前記のバリエーションを含みます）を世界のいずれ の国
においても使用若しくは登録することはできません。
ロゴ、意匠及びシンボル：ベンダーは、Amazon の書面に よる商標使用許諾（Kindle ストア利用規約等）に従う場合を除
き、Amazon ロゴその他 Amazon 所有の図形記号、ロゴマーク又はアイコンを、ウェブサイト、商品、パッケー ジ、マニュアル、販
促／広告用資料に若しくはそれらに関連し、又はその他を目的として、使用することはできません。Amazon のロゴマーク又は図
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形記号等の使用にご関心をお持ちの場合は、Made for Kindle プログラムに基づくライセンシーとしての認定について協議させ
て頂くため、madeforkindle-inquiry@amazon.com までメールにてお知らせください。
Kindle の利用者のために作られていない場合でも、公正使用及び適合性に関するガイドラインを遵守しなければなりませんので
ご注意ください。
変形、嘲弄又は略称：Amazon は、 ユーモアのセンスを持っています。しかし、Amazon の一商標に対する当て字、外国語
での同義語、ちゃかしたもの、略称又は変形させたものは、気の利いたものであったとしても、いかなる目的においても使用すること
はできません。Amazon のブランドを Amazon 以外の他のブランドと組み合わせるこ ともできません。たとえば、
「KindleRiver」、「Kandle」、「Amazone Kyndle」、「Apple Kindle」、「iKindle Touch」又は「Kindle Windows」等の
使用は認められません。

栄養補助食品
注意：登録する商品は、全ての法令及び Amazon ポリシーに適合していなければなりません。
登録可能商品例


Amazon ポリシーによって販売が禁止されておらず、なおかつ全ての成分名がラベルに表示されている栄養補助食品
(以下「サプリメント」といいます。)

登録禁止商品例


リコールや安全上の注意が報告されている商品



表示されていない、又は販売が制限されている医薬品成分が含まれていたり、未承認の新薬などとして販売されている
サプリメント（減量サプリなど）
o

成長ホルモンやホルモン分泌をサポート又は促進させる効能効果を謳うサプリメント

o

ステロイド

o

性的能力増強剤

o

処方薬、未承認新薬として販売されている、又は表示に誤りのあるホメオパシー薬



病気の治療や改善、予防に役立つ効能効果を謳うサプリメント



病名をキーワードに登録されているサプリメント



濃縮されたカンナビジオール(CBD)が含まれているリッチヘンプオイル



樹脂又は THC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれているヘンプ商品



発芽可能な大麻（又は一切のサティバ L ストレイン大麻）の種子



米国反ドーピング機関によって指定された危険性の高いサプリメント
Driven Sports - Craze
LG Sciences - Formadrol Extreme



ヨヒンビンが含まれている商品



麻黄（マオウ）が含まれている商品



有効期限（賞味・使用・消費）が切れている商品



開封又は使用済みの商品



メーカーのオリジナルパッケージのシールが剥がれている商品



「試供品」「小売販売不可」などのラベルが貼られている商品
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厚生労働省、米国食品医薬品局等が警告している商品



アナボリックステロイドによって引き起こされると同様の効果を謳ったり、使用体験談を例示して販売されている商品



処方箋医薬品又は処方箋医薬品ブランドを模倣して販売されている商品



鹿の角の成分（ロクジョウ、鹿茸）が含まれている商品（ロクジョウスプレー等）



甲状腺、副腎エキスや甲状腺エキスが含まれている商品



鮫、クジラ、ドルフィン、又はイルカから抽出された成分が含まれている商品

登録禁止の対象となる成分及び商品例


Action-Tabs Made for Men



Achieving Zero



ActiveSlim slimming capsules



Aminotadalafil



Akttive Capsules



Akttive High Performance Fat Burner Gold capsules



Arnold Iron Mass



Arize



ARO Black Series BURN



Baolong



Benzamidenafil



Best Whips



Black King Kong



Black Mamba Hyperrush



Black Widow



Blue Fantasy



Blue Stinger



Botanical Slimming (Red)



Bunnys Fall OUT



Cappra



Charm Men’s / 男人器度



Chuan Xin Lian Pian



Clalis/ 大力紙



Daily Enzyme Complex



DEXAPRINE XR



Dimethylsildenafil



Dimethylsildenafilthione



DNP Burner



Enhanced Vegetal Vigra capsules



Extreme Diamond 3000



FASTIN-XR / ファスティン XR
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G7



Gold Vigra



Golden Root complex capsules



Green Algae Combination by Crane Beauty



HORNY GOAT WEED



Hydroxythiohomosildenafil?



Imperial Wellness Superior



Ja Dera 100% Natural Weight Loss Supplement capsules



JetFuel T-300 by GAT



JETFUEL SUPERBURN by GAT



JINQIANGBUDOR Red Dragon



Kaboom Action Strips



Laopiaoke capsules



LAMI



Lansoprazole



Li Da Dai Dai Hua Slimming Capsule



Li Long Mei Guo Mo Bang



Lipo 6 Black



Lipo 6 Black Hers



Lipo 6 Black Hers Ultra Concentrate



Lipo 6 Black Ultra Concentrate



Lipo 6 Maximum Strength



Lipo 6X



Lipodrene HARDCORE



Lipodrene XTREME



Majestic Lovezone tablets



Male Silkworm Moth Nourishing Oral Liquid



Mass Tech



M Smart Plus / エムスマート プラス



MV5



MX-LS7



Natural Max Slimming



Niu Mo Wang 'Bull Monster' tablets



North West Wolf capsules



Noracetildenafil



Now Sports Tribulus



極 produce.By Bunnys



OMG



Piperadino
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Prosupps DNPX Thermogenic Amplifier



Pure Solutions Pure Factors P Platinum



Rhino Blitz Gold



Samurai-X / サムライ X



Sildenafil (and all analogues)



Silver Sword / 徳国銀剣



Sildigra



Slim Fit



Slim Forte Slimming Capsule



Skinny 22"



SmartLipo



Solaray Tribulus



Source Naturals Tribulus



Stiff Days



Stiff Rock



Stimerex-ES / スティメレックス ES



Strong Horses capsules



Strong-SX capsules



STUCK ON U



SULAMI



Sulfoaildenafil /スルホアイルデナフィル



Tadalafil / タダラフィル(and all analogues)



Thione



Thiosildenafil / チオデナフィル



Thompson's One-A-Day Tribulus



Tiger King / タイガーキング



Ultra ZX



Ultimate Boost



USA Gold Ant capsules



Vardenafil



Xcel



Xcel Advanced



Xue Guan Qing Dao Fu Tablet /血管清道夫



Yellow Scorpion



Yohimbine



Zero Xtreme Capsules



Zhansheng Weige Cahoyue Xilishi



1.M.R Vortex Blueberry Lemon Ice
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その他のお役立ち情報


厚生労働省「健康被害情報・無承認無許可医薬品情報」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index.html



国立健康・栄養研究所「健康保険」の安全・有効性情報
https://hfnet.nih.go.jp/contents/index1.html



米国食品医薬品局、サプリメント情報
o

http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm153239.htm

o

http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/QuestionsAnswers/ucm1361
87.htm

レーザーポインター及びその関連商品
Amazon は、商品の品質及びお客様の安全上の懸念により、特定の携帯可能なレーザー商品及びその関連商品の登録を禁
止しています。
登録可能商品例
注: 登録する商品は、全ての法令及び Amazon ポリシーに適合していなければなりません。


クラス１レーザー商品（CD プレイヤーなど）



クラス 1M レーザー商品（DVD プレイヤーなど）



クラス 2 のレーザー商品（バーコードスキャナーなど）



携帯用ではない（容易に持ち運ぶことができない）クラス 3R 以下のレーザー商品
o

レーザーライトショーに使用するプロジェクター

o

レーザーボア、ボアサイト、ボアサイター及びレーザー照準器(モデルガン用等)

注: 商品詳細ページには、必ずレーザーレベルを記入してください。記入していない場合は、登録を禁止する場合があります。
登録禁止商品例




ポータブル、携帯用レーザー商品
o

レーザーポインター

o

レーザーフレイヤー

o

レーザーペン

o

レーザー機能があるスタイラス・タッチペン

o

レーザーポインターが組み込まれているプレゼン用リモコン

o

レーザーポインターが組み込まれているペット用玩具及びその関連商品

クラス 3B のレーザーが組み込まれている商品（レーザーショーなどに使われるプロジェクターなど）
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クラス 4 のレーザーが組み込まれている商品（産業用レーザー商品など）

アダルト商品


アダルトグッズ商品：
当サイトでは、商品の本来目的として、画像、商品名、商品説明等に性的目的で使用することが示唆されている商品
（いわゆる大人のおもちゃ）を、適切な年齢申告をしたお客様に販売します。例として、バイブレータ、セクシャルエンハ
ンスメント補助商品、アダルト指向のおもちゃやゲームなどがあります。どのような商品がこれに該当するかについては、当
サイトは独自の裁量により判断する権利を留保します。医療機器登録されている避妊具（コンドーム等）はアダルトグ
ッズ商品から除外します。



アダルトメディア商品：
o

当サイトは、合法的なアダルトメディア商品を販売します。登録される商品は、日本の法令を遵守しているものでな
ければなりません。

o

登録される DVD 及び PC ソフト等のアダルトメディア商品は、以下の倫理審査団体のいずれかにより審査及び承
認されているものでなければなりません。
DVD: 日本映像倫理審査機構（日映倫）、コンピューターソフトウェア倫理機構（ソフ倫）、ビジュアルソフト・
コンテンツ産業共同組合（VISC）, コンテンツ・ソフト共同組合（CSA）、日本映像ソフト制作・販売倫理機
構（制販倫）又は全日本コンテンツ倫理審査会
PC ソフト： コンピューターソフトウェア倫理機構（ソフ倫）、コンテンツ・ソフト共同組合（CSA）

登録可能商品例
当サイトは、学術的、芸術的、政治的又は科学的価値のあるコンテンツと見なされる商品については、当サイト上での販売を継
続します。
登録禁止商品例
当サイトは、以下の基準に基づき、不適切なアダルトメディア商品を当サイト上から削除します：


主たるテーマとして、同意のない性交渉が、極めて暴力的（又は虐待的に）及び写実的に、描写されている商品。



主たるテーマとして、獣姦が描写されている商品。



ヌード： 露わな裸体の画像、又はランジェリー着衣のモデルの画像であっても、そのポーズや露出の内容（性器、乳
首、臀部が透けて見える等）により猥褻とみなされ又は不快感を与える商品。どのような画像・ポーズがこれに該当する
かについては、当サイ トは独自の裁量により判断する権利を留保します。



同人ソフトウェア・CD・DVD： 同人ソフトウェア・CD・DVD については、商品を登録するにあたって事前に当サイトに
よる許可が必要となります。また、アダルトメディア商品であるかどうかにかかわらず、著作権者の許諾を得ていない商品
又はその二次的著作物（他者の創作物のストーリー、キャラクターなどを基にして二次的に創作された派生商品）の
登録を禁止します。
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不快感を与える商品
Amazon は、不快感を与える商品の登録を禁止しています。当サイトは、商品の登録の可否を独自の裁量により判断する権
利を留保します。ベンダーは、特定の国や地域における文化的な相違及び感性についての配慮が求められます。ある国では受け
入れられても、別の国では受け入れられない商品もあります。
注意：登録する商品は、全ての法令及び Amazon のポリシーに適合していなければなりません。
登録禁止商品例
憎悪、暴力、人種差別、性的差別又は宗教的差別を、若しくはそのような価値観を擁護する団体を、称賛し又は促進す



る商品
例)
o

差別用語が書かれたステッカー

o

殺人やテロをそそのかすメッセージが書かれた T シャツ



性的に刺激を与え、又は興奮させる 18 歳未満の児童の画像を含む商品



犯罪現場の画像



死体置場又は死体解剖の画像



人体の一部



災害及び大惨事の現場より回収された商品



本人同意の無い映像、音声及びその他の録音・録画

プライム・ビデオと Prime Music に対応していないデバイス
近年、プライム・ビデオと Prime Music は Amazon プライムにおいて重要な位置を占めています。Amazon は、購入者の混
乱を避けるためにも、Amazon が販売するストリーミ ングメディアプレーヤーがプライム・ビデオと Prime Music を支障なく再生で
きることが重要と考えています。そのため、Amazon では以下の商品の登録を禁止しています。


Apple TV



Chromecast



Chromecast Audio



Nexus Player

動物と動物を材料とする商品
注意：登録する商品は、全ての法令及び Amazon ポリシーに適合していなければなりません。
登録可能商品例


生きた貝及び甲殻類
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農業目的、餌又はペットフードに使用される生きた植物、昆虫及び蠕虫



禁止された動物の一部又は商品に似せて作られた商品であるが、当該動物を材料としておらず、登録に際して当該品
目が「本物」ではないとする明確な名称及び説明が付されているもの。例えば、「模造の」亀甲の場合、登録に際し当
該品目が偽物又は人工である記載があれば許可されます。



動物の制限されていない一部分又はそれを材料とする商品、例えば
o

サメの歯を使った宝飾品

登録禁止商品例


生きている生物の大半、例：ペット、家畜又は海洋哺乳類



野生生物を材料とする違法な商品



「病害虫」に指定されている昆虫その他の生物



絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律が指定する存続が危ぶまれる又は絶滅危惧種の一部又は
当該危惧種を材料とする商品(毛皮及び羽毛を含む)、例えば



o

チーター

o

ジャガー

o

ヒョウ

o

ヤマシマウマ及びハートマンヤマシマウマ

o

セーブルアンテロープ

o

トラ

クマ又はマウンテンライオンの一部又はそれらを材料とする商品、例えば
o

熊胆



ネコ又はイヌの一部又はそれらを材料とする商品



ヘビ、ワニ又はアザラシの皮を材料とする商品



クジラ又はイルカの一部又はそれらを材料とする商品



特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に定められている外来生物



動物の愛護及び管理に関する法律に基づく動物取扱業の登録が必要となる生物



鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律において販売が禁止されている商品



動物の牙を含む商品



ワクチン(人間用ワクチン及び動物用ワクチンを含む)、例えば



o

狂犬病

o

西ナイルウイルス

o

ジステンパー

o

子犬 CPV

o

ライム病

サメ、クジラ、イルカ又は小型イルカの一部又はそれらを材料に含む商品(許可されている歯を除く)、例えば
o

サメの軟骨を含むサプリメント

o

フカヒレを用いた商品

o

サメ肝油

o

クジラ肉
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フォアグラを含む商品の場合、フォアグラの販売を規制している国又は地域には発送できないことがあります。

その他お役立ち情報


ワシントン条約に関するページ
o

野生生物及び野生生物を材料とする商品の販売及び輸出入に関する情報が提供されています。

o

一定の動物の国家間移動を規制しています。



家畜伝染病予防法(農林水産省)



参考資料：家畜伝染病予防法に基づく輸入手続き(JETRO)



輸出入停止措置情報(動物検疫所)



輸入禁止地域と物(動物検疫所)

武器及び武器を模した商品
注意：ベンダーは、銃砲刀剣類所持等取締法及び各都道府県条例等に違反する商品を登録してはなりません。これらの法
令は、サイズ、素材、色、模造であることを示すマーキング及び年齢制限の表示などの要件が定められています。後記「その他お
役立ち情報」欄を参照のこと。
Amazon が許可した商品であっても、一定の法域において輸出、輸入又は販売が規制される場合があります。例えば、日本国
の外国為替及び外国貿易法で規制されている貨物や技術を輸出（提供）しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の
許可を受ける必要があります。ベンダーは、そのような規制の対象となる商品を登録しようとする場合には、Amazon が要求され
るあらゆる許可・承認等について Amazon に事前に通知し、その承認を得てから登録するものとします。このベンダーの義務は
下記「米国の規制事項」にも当てはまります。
米国の規制事項
一部の武器については、米国国務省の管轄に従う「国防」品目とみなされ、武器国際取引に関する規則(International
Traffic in Arms Regulations （「ITAR」）の規制を受けます。ITAR が規制する品目全ての輸出（Amazon Services
Business Solutions Agreement 及び 22 C.F.R. 120.1 の定義のとおりとし、米国内外における「外国人」に対する発売
を含む）には、米国国務省から許可、許可の免除その他の承認を受ける必要があります。ITAR に違反した場合、違反 1 件
につき 500,000 ドルに上る民事上の罰金、1,000,000 ドルを上限とする刑事上の罰金及び違反 1 件につき 10 年の禁錮
刑が科せられ、並びに米国企業との取引を禁止される場合があります。
その他「軍事用に転用可能な二重用途品」（すなわち、国防目的及び商業目的の両方を有する）とみなされる武器は、米国
商務省の管轄の対象として、米国輸出管理規則(the Export Administration Regulations)の規制を受ける場合があり
ます。米国商務省による輸出許可その他の承認が必要となる場合があります。EAR に違反した場合、違反 1 件につき
250,000 ドル又は違反の根拠である取引の金額の 2 倍相当の金額に上る民事上の罰金、1,000,000 ドルを上限とする刑
事上の罰金及び違反 1 件につき 20 年の禁錮刑が科せられ、並びに輸出特権が剥奪される場合があります。
詳細は、米国のヘルプページを参照のこと。
登録可能商品例
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 トイガン（遊戯銃）
o

モデルガン： (i)実質的に、本物の銃を複製したものでなく、 弾丸を発射する機能がないなど本物の銃とみなすことが
合理的に不可能であり、かつ適用法令の要件を満たし、(ii)国内のいずれの場所においてもその所持及び販売が違法
でないもの。後記「その他お役立ち情報」欄を参照のこと。

o

エアソフトガン：(i)空気、低圧ガス又はバネが原動力であることが明確に示され、かつ発射される銃弾の種類が明確に
特定され、(ii)実質的に、本物の銃を複製したものでなく、本物の銃とみなすことが合理的に不可能であり、(iii)法令上
の要件（弾丸運度エネルギー制限等）を満たし、(iv)国内のいずれの場所においてもその所持及び販売が違法でな
いもの。後記「その他お役立ち情報」欄を参照のこと。

鉛及び火薬が含まれていない銃弾、例えば



o

BB 弾

 銃弾の部品、例えば







o

ケーシング（実弾の殻薬莢）

o

プラスチック製の非爆発性トレーニング用品

銃のパーツ及び付属品、例えば
o

バットストック（銃床）

o

ホルスター

o

レーザー・サイト

o

マガジンローダー

o

トイガン用グリップ（銃把）

o

スコープ

o

フィックスストック（固定式銃床）

o

トリガーガード（用心金）

o

スリング

一定のナイフ及び剣、例えば
o

狩猟用ナイフ

o

包丁

o

剣のレプリカ

o

なた

一定のその他品目、例えば
o

手錠

o

暗視装置

o

パチンコ

o

スピアフィッシング用水中銃

登録禁止商品例


銃、例えば
o

拳銃（短銃、ピストル）
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o

自動拳銃

o

ライフル銃

o

アサルトライフル

o

散弾銃

o

機関銃

o

アンティーク及びコレクター向けの銃

o

前装射撃銃；黒色火薬銃【古式銃】

o

スポーツ銃及び猟銃

o

手製ピストル

o

銃刀法の対象となる銃砲、空気銃及び準空気銃

o

模造拳銃

銃弾、例えば
o

黒色火薬

o

空包

o

弾丸

o

弾丸の先端

o

火薬

o

雷管

o

散弾銃用弾丸



火器を銃に変えることを目的とする部品



モデルガン、エアソフトガンその他の銃のレプリカであって、本物の銃を複製したもの又は本物の銃とみなすことが合理的に
可能であるもの。但し、あらゆる法令上の要件を満たし、販売及び所持が違法でないものを除く。



銃の部品及び付属品（上記の許可されたパーツ及び付属品を除く）例えば
o

銃への変換キット

o

銃砲用グリップ（銃把）例えば、

o



フォアエンドグリップ、フロントグリップ及びフォアグリップ、両手利き用フォアグリップ



アングルフォアグリップ



折り畳み式、垂直式、又は戦術的なグリップ

一定のグリップの付属品、例えば


グリップボッド、ファンネル及びエクステンション

o

銃砲のエンドプレート及びスリングプレート

o

バレルシュラウド、ヒートガード、ハンドガード及びベントクーリングスロット

o

バレル（銃身）

o

バッテリーアシストレバー

o

カモフラージュ型銃コンテナ

o

チャージングハンドル、ラッチ及び組立前部品

o

チョーク及びチョークチューブ

o

小火器に自動機能を加えるコンバーター

o

キャリーハンドル（取り外し可能運搬用ハンドル及び銃砲運搬用ハンドル）
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o

イジェクションポート、イジェクションポートカバー及びダストカバー

o

フレーム

o

ガスブロック、ガスチューブ及びガスピストン

o

マガジン（弾倉）製作に使用可能なキット

o

マガジン及び関連品目、例えば


マガジンのコンポーネント又はエクステンション



マガジンのシンチベルト、カプラー、コネクター、デュアルマグホルダー及びデュアルマグクランプ

o

マルチバーストトリガーアクティベータ―

o

マルチレールシステム（クワッドレール及びレールカバーを含みます）、フリーフローティング及びドロップインハンド
ガード





o

マズルテーマー（マズルブレーキ、コンペンセイサー）

o

反動補正器（レコイルコンペンセイター、フラッシュハイダー、フラッシュサプレッサー）

o

尾筒（「レシーバー」）（アッパー及びロウワーのレシーバーを含む）

o

レシーバーのエクステンション及びピン

o

セレクターレバー、戻り止め及びスイッチ

o

サイレンサー、サプレッサー（消音装置）

o

1 ポイント、3 ポイント、戦術的及びクイックデタッチのスリング

o

スリングプレート及びエンドプレート

o

スライドストック及び武器キット

o

ソルベントトラップオイルフィルターアダプター

o

非固定式銃床（はめ込み式、折り重ね式又は折り畳み式の銃床を含みます）

o

テイクダウンピン、ピボットピン、カムピン及びロールピン

o

銃及びそれに固有のツール（バイスブロック及びブレットボタンツールを含む）

o

スレデッドバレルアダプター

銃の内部にある動く部品の全て、例えば
o

ボルトキャッチリリース、アセンブリ、アクチュエーター及びバッテリーアシストレバー

o

ボルトキャリア、ボルトピン及びバッファーピン

o

バッファーチューブ及び関連パーツ並びにエクステンションチューブ

o

ファイアリングピン、スプリング及びストップ

o

トリガー、トリガーアセンブリ又は射撃統制グループ

o

性能向上パーツ及び交換用部品

o

アンチウォークピン

ナイフ（上記の許可されるナイフを除く）、例えば
o

オートマチックナイフ

o

ばね仕掛けナイフ

o

鉤爪、例えば、


o

カランビットナイフ

無害に見せ掛けたナイフ、例えば


エアゲージナイフ
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ベルトバックルナイフ



口紅ケースナイフ



ペンナイフ

o

忍杖

o

「スラッシャー」ナイフ又は闘鶏に使用されるその他の道具

o

飛び出しナイフ、例えば


バタフライナイフ



重力アシスト型ナイフ



ばね仕掛けナイフ

o

短剣

o

プッシュダガー（以下を含む）


パンチダガー



穿孔ナイフ



プッシュダーク



T 字ハンドルナイフ

o

バリソンナイフ

o

金属製手裏剣（以下を含む）

o

o



忍者手裏剣



カード投げ専用カード



バットマンのシンボル



サイクロンナイフ

隠し剣（以下を含む）


杖に仕込んだ剣



仕込杖

ナックルナイフ（以下を含む）




爆発物、例えば
o

照明弾（フレア）、フレアランチャー、フレアガン、フレアガンレシーバー

o

手榴弾、例えば、

o


スプリットナックルダスターハンドルが付いた、固定式又は折り畳み式ブレードのナイフ



グレネードランチャー



軍事訓練用手榴弾



地雷



小銃擲弾



発煙弾

火薬又は爆薬を用いる発射型の商品

その他の禁止品目
o

棍棒、警棒（ナイトスティック）、職杖、パディワッカー、重りの付いた棍棒

o

一定の武術用品目 例えば


プラスチック又は金属製のナックル
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ヌンチャク



トンファー



鎖分銅

o

メイス

o

発射型スタンガン又はテーザー銃

o

隠し持つために考案された武器

o

法執行機関又は軍の使用に限定される武器その他の品目

o

Class IIIb レーザー及び Class IV レーザーを組み込んだ商品（「レーザーポインター及びその関連商品」も
参照すること。）

その他お役立ち情報
銃砲刀剣類所持等取締法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03101000016.html
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE033.html
軽犯罪法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
警視庁「モデルガン、エアーソフトガンについて」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/drug/kenju/modelgun.html
警視庁「刃物の話」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/drug/hamono/hamono.html

その他の商品
制限対象商品例
 非合法の製品及び非合法の可能性がある製品： 登録できない商品には以下のものが含まれます。（a）葉巻、たばこ、

その他のたばこ製品、（b）医師又はその他の医療提供者の処方せんが必要な全ての医薬品、ビタミン、ハーブ製品（い
わゆる 合法ハーブ、脱法ハーブ及び危険ドラッグその他これに類するものを含みます。）又は同様の物質、（c）法令により
規制されている成分を含む全ての商品、（d）ルース裸石、（e）出所が明らかではない宝石（腕時計を含みます。「出
所が明らかではない」とは、販売者が製品の製造業者又は販売業者によって指定された「認定再販業者」ではないか、購入
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者に製造業者による製品の標準規格保証書を提供しない場合をいいます。）、（f）当サイトがその独自の裁量により販
売が不適切と判断するその他全ての商品。
 許認可:

例）
o

電波法に基づいた技術基準適合証明の取得が必要な商品であるにも関わらず取得していない商品(Bluetooth 機
器、トランシーバー、携帯電話等)、又は技術基準適合証明の対象外のものである場合には、電波法で定める微弱な
電波の範囲を超える電波を発する商品。 電波を意図的に抑止するような機能を持つ通信抑止装置(ジャマー)。これ
らの技適基準適合証明を取得していない商品を日本国内で利用した場合には、電波法等関連法令に抵触する可能
性があります。商品が法令による規制対象となるか不明な場合は、行政機関等へご確認ください。
 総務省電波利用ホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/index.htm
 総務省トップ > 所管法令等 > 新規制定・改正法令・告示 省令

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
o

電気用品安全法に基づく PSE マーク表示対象の商品であるにも関わらずその表示が無い商品(モバイル機器用リチウ
ムイオン蓄電池等)。PSE マークは、届出事業者（電気用品の製造又は輸入の事業を行う者）により該当製品に対
する貼付が義務化されております。詳細については、経済産業省のリンクにて表示義務のある電気製品の例等ご確認
ください。商品が対象となるか不明な場合は、行政機関等へご確認ください。
 PSE 対象商品 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act_outline.html
 PSE 概要 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act_outline.html

o

消費生活用製品安全法に基づき PSC マーク表示対象の商品であるにもかかわらずその表示がない商品。
消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼす恐れが高い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨
の PSC マークがないと販売できません。詳細については経済産業省：「消費生活用製品安全法ページ」をご確認くだ
さい 。
 消費生活製品安全法ページ：

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


リコール対象商品：製造者、販売者又は行政機関によりリコールの対象とされた商品。自主回収を含みます。



オンラインゲームのゲーム内通貨・アイテム類： オンラインゲームの運営会社が、サービス提供を行っているゲーム内で
使用されるゲーム内通貨アイテム類のリアルマネートレード行為を禁じている場合、そのような行為を促す商品の登録は
禁止します。



プロモーション用の商品：プロモーション用途のみに製作、配布された映画、CD、PC ソフト、書籍（非売品コピーやゲ
ラ刷り、校正前の原稿等を含む）などの商品登録を禁止します。
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食品：当サイトでは、鯨肉、鯨肉加工品、イルカ肉、イルカ肉加工品、鮫肉、鮫肉加工品、その他これらに類する商
品の登録を禁止しています。特定牛肉を登録する場合は、牛トレーサビリティー法により、特定牛肉、容器、包装又は
送り状に、個体識別番号又は荷口番号を表示しなければなりません。これらを遵守していない商品の登録を禁止して
います。特定牛肉とは、食用に供される牛の肉（牛肉を原材料として製造、加工、調理したもの（ハム・ソーセージ
等）やひき肉、こま切れ肉等は除きます。）であって、牛個体識別台帳に記録されている牛から得られたものをいいま
す。
詳細については農林水産省の：「牛のトレーサビリティ」をご確認ください。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/



輸入食品及び飲料：日本の食品衛生法（規格、食品表示基準を含む）、JAS 法、健康増進法、計量法、景品
表示法その他の法令や省庁ガイドラインに適合しない輸入食品の登録を禁止します。



ペット：ペットフードについては、ペットフード安全法を遵守する必要があります。ペットフードを輸入する場合には、輸入
者の主たる事務所が所在する都道府県の農林水産省地方農政局等に届出を行う必要があります。
詳細については、農林水産省の「ペットフードの安全関係」をご確認ください。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/
医薬品・医療機器：医薬品（動物用医薬品を含む。）を登録するには、医薬品医療機器等法の規定により、（動
物用）医薬品卸売業の許可が必要です。また、医療機器を登録するには、同法の規定により医療機器販売業の許
可が必要です。



医療機器、医薬品、化粧品の小分け商品：販売目的で医薬品、医療機器等をその容器又は被包から取り出して
分割した商品（コンドームのバラ販売、香水、化粧品の小分け販売等）の登録を禁止します。
国内未承認医薬品・医療機器：日本国内で医療機器、医薬品としての認証等を受けていない未承認医薬品又は
医療機器の登録を禁止します。 以下の医薬品の登録も禁止します。



o

処方箋を必要とする医薬品

o

医療用医薬品、第一類医薬品及び要指導医薬品

o

指定薬物

ペダル付電動自転車：電動で自走する機能を備え、電動のみ又は人力のみによる運転が可能な、いわゆるペダル付
電動自転車の登録を禁止します。



ピッキングツール：特殊開錠器具（ピッキングツール）の登録を禁止します。



盗品：盗品の登録を禁止します。



クレジットカード現金化：商品券等、クレジットカード利用枠の現金化に用いられる可能性がある商品の登録を禁止
します。
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広告：広告、宣伝のために商業用あるいは個人用 Web サイトへの「入口」とすることを全面的に又は主として意図し
た商品の掲載や、当サイト以外の場での取引に関する連絡情報を提供する目的での商品の掲載を禁止します。商品
販売を目的とする他の Web サイト（特に Amazon.co.jp 以外の注文ツールや情報をもつサイト）へリンクを貼ること
は禁止されています。



制裁対象国、団体及び個人：米国その他各国における輸入管理制度や経済制裁法規は、テロ、麻薬売買、武器
拡散、国家の安全、外交政策又は経済を脅かすその他の行為に関与していると見なされた当事者（個人、団体及び
政府）との無許可の取引を禁止若しくは制限しています。各国政府機関では、制裁対象者のリストを公開しており、
貿易制裁や禁輸プログラムを設けています。これらの規制やその他の法的な要請に対応するため、以下の制裁対象
国・地域から輸入された商品又はそれらが原産地となっている商品の登録を禁止しています。
制裁対象国・地域の例
o キューバ
o イラン
o 北朝鮮
o スーダン
o シリア
o ウクライナのクリミア地域
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