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品目コード一覧表 

［食料品］ 

  

品目コード 品目名 品目例示 

００１ 牛肉 牛肉 

００２ 豚肉 豚肉 

００３ 鶏肉 鶏肉、ブロイラー、地鶏、廃鶏 

００４ その他の食肉 馬肉、羊肉、山羊肉等 

００５ 

と畜副産物（肉鶏

処理副産物を含

む。） 

牛皮、豚皮、馬皮、羊皮、山羊皮、内臓、肉鶏処理副産物等 

００６ 飲用牛乳 牛乳、加工乳 

００７ 乳製品 
乳飲料、乳酸菌飲料、発酵乳、粉乳、れん乳、バター、チーズ、クリー

ム、アイスクリーム類 

００８ 
その他の畜産食料

品 

ハム、ベーコン、ソーセージ、ビーフン、混合製品、ハンバーグ、焼豚、

食肉びん・かん詰（コンビーフ、うずら卵水煮等）、調理特殊かん詰（カ

レー、ミートソース類、スープ類等）、その他の畜産食料品（精製はち

みつ、乾燥卵等） 

００９ 冷凍魚介類 冷凍魚介類、冷凍魚介調理品等 

０１０ 塩・干・くん製品 塩蔵、素干し、塩干、煮干し、くん製等 

０１１ 水産びん・かん詰 水産びん・かん詰 

０１２ ねり製品 かまぼこ、やきちくわ、魚肉ハム、魚肉ソーセージ等 

０１３ 
その他の水産食料

品 

節類、削り節、塩辛類、水産物漬物、水産物つくだ煮、さくら干し、み

りん干し、いか製品、からしめんたいこ、寒天、焼のり、味付のり等 

０１４ 精米 精米、くず米 

０１５ その他の精穀 米ぬか、精麦、麦ぬか 

０１６ 小麦粉 小麦粉 

０１７ その他の製粉 
ふすま、そば粉、こんにゃく粉、米穀粉、コーングリッツ、コーンフラ

ワー、コーンミール等 

０１８ めん類 
生めん類、乾めん類、即席めん類、和風めん、洋風めん、中華めん、マ

カロニ、スパゲッティ等 

０１９ パン類 食パン、学校給食パン、菓子パン、調理パン、サンドイッチ等 

０２０ 菓子類 

飴菓子、チョコレート、チューインガム、焼菓子、ビスケット、米菓、

和生菓子、洋生菓子、スナック菓子、油菓子、冷凍菓子、ココア製、氷

菓等 

０２１ 農産保存食料品 

果実びん・かん詰、野菜びん・かん詰、ジャムびん・かん詰、原料濃縮

果汁、野菜漬物、冷凍野菜、冷凍果実、乾燥野菜、マッシュポテト、甘

しょ生切り干し、カップ詰ジャム、袋詰ジャム、かんぴょう、切干だい

こん、干がき 

０２２ 精製糖 てんさい糖、甘しゃ糖 



- 3 - 
 

 
  

品目コード 品目名 品目例示 

０２３ 
その他の砂糖・副

産物 
含みつ糖、糖みつ、ビートパルプ、バガス 

０２４ でん粉 
かんしょでん粉、ばれいしょでん粉、小麦でん粉、コーンスターチ、で

ん粉かす 

０２５ 
ぶどう糖・水あめ・

異性化糖 

無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖、全糖ぶどう糖、液状ぶどう糖、

水あめ、粉あめ、異性化糖等 

０２６ 植物油脂 
食用植物油脂（大豆油、なたね油、米ぬか油、やし油（コプラ）、ごま

油等）、非食用植物油脂（あまに油、ひまし油） 

０２７ 動物油脂 牛脂、豚脂、魚油等 

０２８ 加工油脂 
マーガリン、ファットスプレッド、ショートニング、食用硬化油、食用

分別油、精製ラード等 

０２９ 植物原油かす 
大豆油かす、なたね油かす、米ぬか油かす、やし油かす、ごま油かす、

あまに油かす、ひまし油かす 

０３０ 調味料 

みそ、しょうゆ、トマトケチャップ、トマトピューレ、ソース、たれ類、

マヨネーズ、ドレッシング、グルタミン酸ソーダ、核酸系うま味調味

料、複合調味料、わさび類、和からし粉、洋からし粉、カレールウ、シ

チュールウ、香辛料、食用アミノ酸液、食酢、ぽん酢類、洋風スープ、

カラメル、みりん風調味料、めんつゆ類、お茶漬け・ふりかけ類、即席

みそ汁・お吸いもの等 

０３１ 冷凍調理食品 冷凍調理食品（フライ類等） 

０３２ レトルト食品 レトルト食品（カレー、ソース類、スープ類等） 

０３３ そう菜・すし・弁当 そう菜、すし、弁当 

０３４ その他の食料品 

豆腐・油揚げ類、凍豆腐、納豆、生あん、練あん、乾燥あん、植物たん

白、無菌包装米飯、チルド米飯、乾燥米飯、包装もち、パン粉、麦茶、

プレミックス、フラワーペースト、朝食シリアル、玄米茶、ふ、焼ふ、

麦芽、イースト、こんにゃく、粉末ジュース、調理特殊かん詰（カレー

かん詰、ミートソース類かん詰、スープ類かん詰等） 

０３５ 清酒 清酒、みりん、清酒副産物、みりん副産物 

０３６ ビール類 ビール、ビール副産物、発泡酒 

０３７ ウイスキー類 ウイスキー、ブランデー 

０３８ その他の酒類 
合成清酒、焼ちゅう、果実酒類、スピリッツ類、リキュール類、雑酒、

添加用アルコール 

０３９ 茶・コーヒー 
緑茶、紅茶、インスタントティー、ウーロン茶、インスタントコーヒー、

レギュラーコーヒー、工業用レギュラーコーヒー 
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［繊維］ 

 
  

品目コード 品目名 品目例示 

０４０ 清涼飲料 

炭酸飲料（コーラ炭酸飲料、透明炭酸飲料、果汁入り炭酸飲料、果実着

色炭酸飲料、乳類入り炭酸飲料、炭酸水等、小びんドリンク）、果汁飲

料（天然果汁、果実飲料、果肉飲料、果汁入り清涼飲料、果粒入り果実

飲料等）、茶・コーヒー飲料（緑茶飲料、紅茶飲料、ウーロン茶飲料、

コーヒー飲料）、豆乳類、ミネラルウォーター、スポーツドリンク、乳

性飲料（直接飲料）、野菜ジュース 

０４１ 製氷 陸上氷、水産氷、袋詰砕氷 

０４２ 飼料 

配合飼料（育すう・成鶏用、ブロイラー用、乳牛用、肉牛用、養豚用等）、

混合飼料（魚粉２種混合飼料、加熱圧ぺん２種混合飼料等）、単体飼料

用とうもろこし、魚かす、養魚用飼料、ペットフード等 

０４３ 有機質肥料 動物質肥料、植物質肥料等 

０４４ たばこ たばこ 

品目コード 品目名 品目例示 

０４５ 紡績糸 

純綿糸、混紡績糸、ビスコース・スフ糸（純、混）、キュプラスフ紡績

糸、アセテート紡績糸、合成繊維紡績糸（ビニロン、ナイロン、アクリ

ル、ポリエステル、ポリプロピレン等（純、混））、生糸、そ毛糸（純、

混）、紡毛糸（純、混）、絹紡糸、さく紡糸、絹紡ちゅう糸、和紡糸、か

さ高加工糸、麻紡績糸（亜麻糸、黄麻糸、ちょ麻糸）、ねん糸（綿縫糸、

その他の綿ねん糸、毛ねん糸、絹(生糸)縫糸、その他の絹(生糸)ねん

糸、ビスコース･スフねん糸、人絹ねん糸、合成繊維縫糸、その他の合

成繊維ねん糸） 

０４６ 

綿・スフ織物（合繊

短繊維織物を含

む。）（賃加工を除

く） 

綿織物（かなきん、ポプリン、ブロードクロス、粗布、てんじく、細布、

ネル、別珍、コール天、クレープ、タオル地、白もめん等）、ビスコー

ス・スフ織物（広幅生地織物、小幅織物、広幅先染織物）、化学繊維紡

績糸織物（ナイロン、ビニロン、アクリル、ポリエステル、ポプリン、

ブロードクロス、ポリプロピレン等）、和紡織物、綿・スフ・合成繊維

毛布地、その他の綿・スフ織物 

０４７ 

綿・スフ織物（合繊

短繊維織物を含

む。）（賃加工） 

「０４６：綿・スフ織物（合繊短繊維織物を含む。）（賃加工を除く）」

の賃加工 

０４８ 

絹・人絹織物（合繊

長繊維織物を含

む。）（賃加工を除

く） 

絹織物（羽二重類、クレープ類、その他の絹広幅織物、ちりめん類、そ

の他の絹先染小幅織物、その他の絹後染小幅織物）、絹紡織物、人絹織

物（ビスコース人絹織物、キュプラ長繊維織物、アセテート長繊維織

物）、合成繊維長繊維織物（ナイロン、ポリエステル等）、化学繊維タイ

ヤコード 
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品目コード 品目名 品目例示 

０４９ 

絹・人絹織物（合繊

長繊維織物を含

む。）（賃加工） 

「０４８：絹・人絹織物（合繊長繊維織物を含む。）（賃加工を除く）」

の賃加工 

０５０ 
その他の織物（賃

加工を除く） 

そ毛織物（洋服地、和服地等）、その他の紡毛織物（しん地、ネクタイ

地、毛布地、肩掛地等）、紡毛服地、細幅織物（リボン、織マーク、綿

テープ、エンドレスベルト、畳縁、ゴム入り織物、弾性糸織物等） 

０５１ 
その他の織物（賃

加工） 
「０５０：その他の織物（賃加工を除く）」の賃加工 

０５２ ニット生地 ニット生地（丸編、たて編、横編） 

０５３ 
染色整理（賃加工

を除く） 
機械染色整理、手加工染色整理、糸染 

０５４ 染色整理（賃加工） 「０５３：染色整理（賃加工を除く）」の賃加工 

０５５ 綱・網 
ロープ、コード、トワイン（合成繊維、麻等）、漁網（ナイロン、ポリ

エチレン等）、その他の網地 

０５６ 
他に分類されない

繊維工業製品 

レース生地（刺しゅう、編、ボビン）、リリヤン、モール、ふさ、巻ひ

も、よりひも、編ひも、組みひも等、プレスフェルト（生地、製品）、

不織布、上塗り又は防水した織物、ろう引布、油布、絶縁布、ブライン

ドクロス、アスファルトフェルト、エンパイヤークロス、エンパイヤー

チューブ、エンパイヤーテープ、レザークロス、擬革布、ワックスタフ

タ、ワニスクロス、ガムテープ（布製）、タイプライタリボン（布製）、

洗上羊毛、トップ、紋紙、綿製ふとん綿等、その他の繊維工業製品 

０５７ 
織物製衣服（賃加

工を除く） 

背広服上下衣、オーバコート類、制服、ワンピース、スーツ、Ｙシャツ、

スカート、ズボン、ブラウス、乳幼児用服、作業用衣服、スポーツ用衣

服、学校服、ゴム引合羽、レインコート、足袋類 

０５８ 
織物製衣服（賃加

工） 
「０５７：織物製衣服（賃加工を除く）」の賃加工 

０５９ 
ニット製衣服（賃

加工を除く） 

背広服上下衣、コート類、ワンピース、スーツ、スカート、ズボン、セ

ーター、カーディガン、ベスト、スポーツ用上下衣、スポーツシャツ、

Ｔシャツ、ポロシャツ、トレーナー、海水着、海水パンツ、幼児用外衣、

下着（ランニングシャツ、ブリーフ、ショーツ、パンティ、ズボン下、

スリップ、ペチコート等）、寝着類（パジャマ、ネグリジェ、ナイトガ

ウン等）、補整着（コルセット、ブラジャー、ガードル、ボディスーツ

等） 

０６０ 
ニット製衣服（賃

加工） 
「０５９：ニット製衣服（賃加工を除く）」の賃加工 
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［木材・木製品］ 

 

  

品目コード 品目名 品目例示 

０６１ 
その他の衣服・身

の回り品 

ソックス、パンティストッキング、タイツ、ニット縫手袋、ニット編手

袋、作業用ニット手袋、フェルト帽子、帽体、織物製帽子、毛皮製衣服・

なめし革製衣服・身の回り品（コート、えり巻、チョッキ、マッフ、ジ

ャケット、毛皮装飾品等）、繊維製身の回り品（ネクタイ、スカーフ、

マフラー、ハンカチーフ、足袋類）、繊維製履物、繊維製鼻緒、衛生衣

服附属品等 

０６２ 寝具 

掛ぶとん、敷ぶとん、毛布、こたつぶとん、座布団、かいまき、寝具用

カバー、シーツ、タオルケット、毛布、座布団カバー、マットレス（和

室用）、クッション、寝袋、まくら、まくらカバー、羽毛ふとん等 

０６３ 
じゅうたん・床敷

物 
タフテッドカーペット、じゅうたん、だん通等 

０６４ 繊維製衛生材料 医療用ガーゼ、ほう帯、脱脂綿等 

０６５ 
他に分類されない

繊維既製品 

綿・合成繊維帆布製品（シート、テント、日よけ、ホロ等）、タオル、

蚊帳、刺しゅう製品、繊維製袋（麻袋等）、その他の繊維帆布製品（麻

帆布製品等） 

品目コード 品目名 品目例示 

０６６ 製材 板材、ひき割、ひき角、工場残材、のこくず等 

０６７ 合板・集成材 単板、普通合板、特殊合板、集成材 

０６８ 木材チップ 木材チップ（針葉樹、広葉樹） 

０６９ 建設用木製品 

窓枠、戸枠、羽目板、天井板、階段の手摺、敷居、尺枠（ドアの枠）、

木製サッシ（窓枠、戸枠）、プレハブ建築用パネル、組立ハウス建築材、

パーティクルボード、木質系プレハブ住宅、硬質繊維板銘板、その他の

繊維板、銘木、床柱、床板等 

０７０ 
他に分類されない

木製品 

竹・とう・きりゅう等容器（竹製かご、こうり、ベニヤかごつる茎製容

器、ざる、ソーイングバスケット、バスケット等）、折箱、木箱、取枠、

巻枠、たる、おけ類、薬品処理木材、薬品処理電柱、薬品処理まくら木、

薬品処理合板、合成樹脂注入木材、注入電柱等、靴型、靴芯、曲輪、曲

物、柄、取手、つまみ、握り、台木、はし、木製台所用品、サラダボー

ル、米びつ、まな板、しゃもじ、めん棒、すりこぎ、盆、重箱、くり物、

機械器具木部（電気こたつ・スタンドの木脚部等）、その他の木・竹・

とう・きりゅう製品等、コルク製品（コルクせん、生圧搾コルク板、コ

ルク絶縁製品、コルク粒、炭化コルク、コルクタイル、コルクカーペッ

ト等）、経木同製品、木毛、たる・おけ材、その他の特殊製材品 
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［家具・装備品］ 

 

［パルプ・紙・紙加工品］ 

 
  

品目コード 品目名 品目例示 

０７１ 木製家具 
机、テーブル、いす、たんす、棚、戸棚、音響機器用キャビネット、ベ

ッド、流し台、調理台、ガス台等 

０７２ 金属製家具 
机、テーブル、いす、ベッド（電動ベッドを含む）、流し台、調理台、

ガス台、棚、戸棚、その他の金属製家具 

０７３ 木製建具 
雨戸、格子、障子、ふすま（骨、縁を含む）、網戸、ドア、欄間（銘板

を除く）等 

０７４ 
その他の家具・装

備品 

ベッド用マットレス、組スプリング、宗教用具、びょうぶ、衣こう、す

だれ、ついたて、鏡縁・額縁、事務所用・店舗用装備品、窓用・扉用日

よけ、その他の家具・装備品等 

品目コード 品目名 品目例示 

０７５ パルプ 

溶解パルプ、サルファイトパルプ、クラフトパルプ、セミケミカルパル

プ、ケミグランドパルプ、サーモメカニカルパルプ、リファイナーグラ

ンドパルプ、砕木パルプ等 

０７６ 洋紙・和紙 

新聞巻取紙、非塗工印刷用紙（上級・中級・下級印刷用紙、薄葉印刷用

紙）、微塗工印刷用紙、塗工印刷用紙（アート紙、コート紙、軽量コー

ト紙等）、特殊印刷用紙、複写原紙、感光紙用紙、フォーム用紙、ＰＰ

Ｃ用紙、情報記録用紙、重袋用両更クラフト紙、純白ロール紙、さらし

クラフト紙、ティッシュペーパー用紙、ちり紙、トイレットペーパー、

タオル用紙等、その他衛生用紙、加工原紙、電気絶縁紙、ライスペーパ

ー、グラシンペーパー、書道用紙、手すき和紙等 

０７７ 板紙 
外装用ライナ、内装用ライナ、中しん原紙、段ボール原紙、マニラボー

ル、白ボール、黄板紙、チップボール、色板紙、建材原紙等 

０７８ 段ボール 段ボールシート（両面、復両面、片面） 

０７９ 
塗工紙・建設用加

工紙 

絶縁紙、絶縁テープ、アスファルト塗工紙、浸透加工紙、積層加工紙、

紙製・織物製ブックバインディングクロス、その他の塗工紙・加工紙、

壁紙、ふすま紙 

０８０ 段ボール箱 段ボール箱 

０８１ その他の紙製容器 

重包装紙袋（セメント袋、米麦袋、でんぷん袋、肥料袋、砂糖袋、小麦

粉袋、飼料袋、石灰袋等）、角底紙袋（ショッピング手堤袋等）、印刷箱、

簡易箱、貼箱等 

０８２ 
紙製衛生材料・用

品 

紙製衛生材料（衛生用紙綿、衛生用綿状パルプ等）、紙製衛生用品（紙

おむつ、紙タオル、生理用品、ティッシュペーパー、紙ナプキン） 
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［印刷・同関連業］ 

 

［化学製品］ 

品目コード 品目名 品目例示 

０８３ 
その他のパルプ・

紙・紙加工品 

事務用紙製品（帳簿類、事務用書式類、事務用紙袋等）、学用紙製品（ノ

ート類、その他の学用紙製品）、日用紙製品（祝儀用品、写真用紙製品

等）、繊維板、ソリッドファイバー・バルカナイズドファイバー製品、

セロファン、紙管、紙ひも、紙テープ、紙ストロー、小型紙袋、セロフ

ァンテープ、抄繊糸、ファイバーパッキン、紙製レース、型紙、シール

パック、巻取紙、ガムテープ等 

品目コード 品目名 品目例示 

０８４ 
印刷・製版・製本

（賃加工を除く） 

とっ版印刷物（活版）、平版印刷物（オフセット）、おう版印刷物（グラ

ビア）、特殊印刷物（紙以外）、官報印刷等、紙幣印刷、写真製版、フォ

トマスク、活字、鉛版、銅おう版・木版彫刻製版 

０８５ 
印刷・製版・製本

（賃加工） 
「０８４：印刷・製版・製本（賃加工を除く）」の賃加工 

品目コード 品目名 品目例示 

０８６ 化学肥料 

アンモニア、アンモニア水、尿素、硝酸アンモニウム、石灰窒素、その

他のアンモニウム系肥料、りん酸質肥料、過りん酸石灰、熔成りん肥、

重過りん酸石灰、重焼りん、その他の化学肥料、りん酸アンモニウム

（肥料用）、高度化成、普通化成、ＮＫ化成 

０８７ ソーダ灰 ソーダ灰 

０８８ か性ソーダ か性ソーダ 

０８９ 液体塩素 液体塩素 

０９０ 
その他のソーダ工

業製品 

塩素ガス、塩酸ガス、塩酸、高度さらし粉、塩素酸ナトリウム、亜塩素

酸ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム溶液等 

０９１ 酸化チタン 酸化チタン（アナタース型、ルチル型） 

０９２ カーボンブラック カーボンブラック 

０９３ その他の無機顔料 
亜鉛華、鉛丹、リサージ、酸化第２鉄（べんがら）、黄鉛、アゾ顔料、

フタロシアニン系顔料、カドミウム顔料等 

０９４ 
圧縮ガス・液化ガ

ス 

酸素（ガス・液化）（容器詰を含む）、窒素、水素ガス、溶解アセチレン、

炭酸ガス、アルゴン、その他の圧縮ガス・液化ガス 

０９５ 塩 塩 

０９６ 
その他の無機化学

工業製品 

ふっ化水素酸、けいふっ化ナトリウム、りん酸、（トリポリ）りん酸ナ

トリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、塩化バリウム、炭酸バリウ

ム、硫酸バリウム、活性炭（粒状、粉状）、硫酸、亜硫酸ナトリウム、

ハイドロサルファイト、硫化ナトリウム、水硫化ナトリウム、二硫化炭

素、硝酸、硝酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム    （次頁に続く） 
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品目コード 品目名 品目例示 

０９６ 
その他の無機化学

工業製品（続き） 

（前頁より）重クロム酸カリウム、硫酸亜鉛、塩化亜鉛、クロム化合物、

塩化第二水銀、酸化第二水銀、塩化第二鉄、硫酸ナトリウム（結晶、副

生を含む）、無水硫酸ナトリウム、硫酸ニッケル、硫酸第一ニッケル、

硫酸アルミニウム、ポリ塩化アルミニウム、よう素、四塩化炭素、含水

微粉けい酸、けい酸カルシウム、けい酸ナトリウム、アルミノけい酸ナ

トリウム、シアン化ナトリウム、過酸化水素、水加ヒドラジン、カルシ

ウムカーバイド等 

０９７ エチレン エチレン 

０９８ プロピレン プロピレン 

０９９ 
その他の石油化学

基礎製品 

ブタン、ブチレン、ブタジエン、ノルマルパラフィン、分解ガソリン、

他の石油化学基礎製品 

１００ 純ベンゼン 純ベンゼン 

１０１ 純トルエン 純トルエン 

１０２ キシレン キシレン 

１０３ 
その他の石油化学

系芳香族製品 
オルソキシレン、パラキシレン、芳香族溶剤 

１０４ 
合成オクタノー

ル・ブタノール 
合成オクタノール、合成ブタノール（ノルマル、イソ、第２級）等 

１０５ 酢酸 酢酸（９９％換算） 

１０６ 二塩化エチレン 二塩化エチレン 

１０７ アクリロニトリル アクリロニトリル 

１０８ 
エチレングリコー

ル 
エチレングリコール 

１０９ 
酢酸ビニルモノマ

ー 
酸酸ビニルモノマー 

１１０ 
その他の脂肪族中

間物 

イソプロピルアルコール、無水酢酸、モノクロル酢酸、１．１．１‐ト

リクロルエタン、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン、ペンタ

エリスリトール、無水マレイン酸、メラミン、酸化エチレン、ポリエチ

レングリコール、エチレングリコールエーテル、アセトアルデヒド、酢

酸エチル、酢酸ブチル、酸化プロピレン、プロピレングリコール、ポリ

プロピレングリコール、エピクロルヒドリン、合成アセトン、メチルイ

ソブチルケトン、アクリル酸エステル、メチルエチルケトン、塩化ビニ

ル（モノマー）、メタクリル酸エステル（モノマー）、他の脂肪族系中間

物 

１１１ 
合成染料・有機顔

料 

合成染料（直接染料、酸性染料、塩基性染料、媒染・酸性媒染染料、硫

化・硫化建染染料、建染染料、アゾイック染料、分散染料、蛍光染料、

反応染料、有機溶剤溶解染料、その他の合成染料）、ピグメントレジン

カラー（カラーベース、エクステンダー）、有機顔料 
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品目コード 品目名 品目例示 

１１２ スチレンモノマー スチレンモノマー 

１１３ 合成石炭酸 合成石炭酸 

１１４ 

テレフタル酸・ジ

メチルテレフタレ

ート 

テレフタル酸（高純度のもの）、テレフタル酸ジメチル 

１１５ カプロラクタム カプロラクタム 

１１６ 
その他の環式中間

物 

アルキルベンゼン、アルキルフェノール、無水フタル酸、トルイレンジ

イソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、シクロヘキサ

ン、アニリン、ニトロベンゼン、クロルベンゼン、他の環式中間物 

１１７ 合成ゴム 

スチレンブタジエンラバー、アクリロニトリルブタジエンラバー、ポリ

クロロプレン、ポリブタジエン、エチレンプロピレンラバー、その他の

合成ゴム 

１１８ メタン誘導品 
精製メタノール、ホルマリン、塩化メチル、塩化メチレン、ウロトロピ

ン、その他のメタン誘導品、フルオロカーボン 

１１９ 可塑剤 

フタル酸系可塑剤（フタル酸ジブチル、フタル酸ジオクチル、フタル酸

ジイソノニル、その他）、脂肪酸系可塑剤、りん酸系可塑剤、アジピン

酸系可塑剤、ポリエステル系可塑剤、エポキシ系可塑剤等 

１２０ 
その他の有機化学

工業製品 

発酵エチルアルコール（無水、含水）、ぎ酸、くえん酸、アゾレーキ、

染色レーキ、ゴム加硫促進剤、ゴム老加防止剤、高級アルコール（油脂

製品）、人工甘味剤、その他の発酵製品、他の有機化学工業製品、コー

ルタール製品、純ベンゼン（石炭系）、クレオソート油、ピッチ、Ｏ－

クレゾール、Ｍ－クレゾール、クレゾール酸、キシレノール酸、精製ナ

フタリン、９５％ナフタリン、その他のコールタール製品 

１２１ 熱硬化性樹脂 

フェノール樹脂（成形材料、積層品、シェルモールド用、木材加工接着

剤用、その他用）、ユリア樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂（成形材

料、化粧板用、塗料用、接着剤用等）、不飽和ポリエステル樹脂（ＦＲ

Ｐ用等）、アルキド樹脂、けい素樹脂（粗シラン、シロキサン） 

１２２ 
ポリエチレン（低

密度） 
ポリエチレン(低密度、エチレン・酢酸ビニルコポリマー) 

１２３ 
ポリエチレン（高

密度） 
ポリエチレン（高密度） 

１２４ ポリスチレン 
ポリスチレン（成形材料（ＧＰ、ＨＩ）、発泡用（ＦＳ）、ＡＳ樹脂、Ａ

ＢＳ樹脂） 

１２５ ポリプロピレン ポリプロピレン 

１２６ 塩化ビニル樹脂 塩化ビニル樹脂（ポリマー、コポリマー、ペースト） 

１２７ 高機能性樹脂 

ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート

（繊維用を除く）、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート、ポ

リフェニレンサルファイド 
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品目コード 品目名 品目例示 

１２８ その他の合成樹脂 

メタクリル樹脂（成形材料、板状等材料、その他）、ポリブテン、石油

樹脂、ポリビニルアルコール、塩化ビニリデン樹脂、ふっ素樹脂、アセ

チルセルロース、ポリエチレンテレフタレート（繊維用）、変性ポリフ

ェニレンエーテル等 

１２９ 
レーヨン・アセテ

ート 

ビスコース（長繊維糸、短繊維）、キュプラ・アセテート（長繊維糸、

短繊維等） 

１３０ 合成繊維 

ナイロン（長繊維糸、短繊維）、ポリエステル（長繊維糸、短繊維）、ア

クリル（長繊維糸、短繊維）、ビニロン（長繊維糸、短繊維）、ポリプロ

ピレン（長繊維糸、短繊維）、他の合成繊維 

１３１ 医薬品 
医薬品（循環器官用薬、抗生物質）、医薬部外品（殺虫剤等）、動物用医

薬品等 

１３２ 油脂加工製品 

硬化油（工業用）、脂肪酸（脂肪酸、工業用ステアリン酸（極度品、普

通品））、精製脂肪酸（ステアリン酸、オレイン酸、ラウリン酸、その他）、

グリセリン（粗製、精製）、その他の油脂加工製品、硬化脂肪酸、直分

脂肪酸 

１３３ 石けん・合成洗剤 
浴用石けん（薬用含む）、洗濯石けん（個形、粉末）、身体洗浄剤（洗顔

用、ボディ用等）、家庭用合成洗剤、工業用合成洗剤等 

１３４ 

界面活性剤（石け

ん・合成洗剤を除

く。） 

陰イオン活性剤（油脂・脂肪酸・硫酸エステル、アルキルサルフェート、

アルキルエーテルサルフェート、アルキルスルホネート、ナフタリン

型、その他スルホネート、リン酸エステル、その他の陰イオン活性剤、

陽イオン活性剤）、非イオン活性剤（ＰＯＥアルキルエーテル、多価ア

ルコールエーテル、多価アルコールエステル、その他の非イオン活性

剤）、両性イオン活性剤、調合界面活性剤 

１３５ 化粧品・歯磨 

シャンプー、ヘアリンス、ヘアトニック、ヘアトリートメント、ポマー

ド・チック、ヘアクリーム・香油、液状・泡状整髪料、セットローショ

ン、ヘアスプレー、染毛料、洗顔クリーム・フォーム、クレンジングク

リーム、マッサージ・コールドクリーム、モイスチャークリーム、乳液、

化粧水、美容液、パック、男性皮膚用化粧品、ファンデーション、おし

ろい、口紅、リップクリーム、ほほ紅、アイメークアップ、まゆ墨・ま

つ毛化粧料、つめ化粧料（除光液を含む）、香水、オーデコロン、日や

け止め及び日やけ用化粧品、ひげそり用化粧品、浴用化粧品、その他の

特殊用途化粧品、歯磨等 

１３６ 塗料 

溶剤系合成樹脂塗料、シンナー、無機質塗料、その他の塗料関連製品、

油性塗料、ラッカー、電気絶縁塗料、合成樹脂塗料（水系塗料、無溶剤

系塗料等） 

１３７ 印刷インキ 

一般インキ（平版インキ、樹脂凸版インキ、金属印刷インキ、グラビア

インキ、その他の一般インキ）、新聞インキ、補助剤、印刷インキ用ワ

ニス 
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［石油製品・石炭製品］ 

  

品目コード 品目名 品目例示 

１３８ 農薬 殺虫剤、殺菌剤、除草剤、植物成長調整剤、混合農薬、展着剤等 

１３９ ゼラチン・接着剤 

ゼラチン、にかわ（ミルクカゼイングルー）、セルロース系接着剤、プ

ラスチック系接着剤、その他の接着剤（たん白系接着剤、でんぷん系接

着剤、大豆グルー等） 

１４０ 写真感光材料 

白黒フィルム（Ｘ線用、映画用、ロールフィルム、特殊フィルム）、天

然色フィルム（映画用フィルム、ロールフィルム等）、白黒印画紙、天

然色印画紙、写真用化学薬品（調整、包装されたもの）（感光剤、現像

剤、定着剤、感光紙用化学薬品、写真用化学薬品等）、感光紙（青写真

感光紙、複写感光紙）、製版用感光材料 

１４１ 触媒 

石油精製用（水素化処理触媒、その他の石油精製用）、石油化学品製造

用、高分子重合用、油脂加工・医薬・食品製造用、無機化学品用、自動

車排気ガス浄化用、その他の環境保全用等 

１４２ 
他に分類されない

化学最終製品 

産業用爆薬（ダイナマイト、含水爆薬、硝安爆薬、硝安油剤爆薬等）、

その他の火工品（電気雷管、導火線、導爆線、工業電管、信号電管、銃

用電管等）、武器用火薬類（武器用ＴＮＴ、武器用爆薬、武器用無煙火

薬等）、クレンザー、ワックス、靴クリーム、その他の洗浄剤・磨用剤

（磨粉、金属磨用剤等）、天然香料、合成香料、調合香料、ろうそく、

天然樹脂製品、木材化学製品、試薬、デキストリン、他の化学最終製品

（防臭剤、脱硫剤、潤滑油等） 

品目コード 品目名 品目例示 

１４３ ガソリン 航空ガソリン、自動車ガソリン、工業用ガソリン 

１４４ ジェット燃料油 ジェット燃料油 

１４５ 灯油 灯油 

１４６ 軽油 軽油 

１４７ Ａ重油 Ａ重油 

１４８ Ｂ重油・Ｃ重油 Ｂ重油、Ｃ重油 

１４９ ナフサ ナフサ（石油化学用、化学肥料用、都市ガス用等） 

１５０ 液化石油ガス 液化石油ガス（ＰＰ、ＰＢ、ＢＢ） 

１５１ その他の石油製品 

カルシウムグリース、リチウムグリース、潤滑油（切削油、工作油剤）、

アスファルト（ストレート、ブローン）、パラフィン、精製・混合用原

料油、石油ガス、オイルコークス等 

１５１ａ 石油精製（賃加工） 石油精製 

１５２ コークス コークス（溶鉱炉用、鋳物用、一般用）、ピッチコークス 

１５３ その他の石炭製品 練炭、豆炭、粗製ベンゾール、コールタール、コークス炉ガス（高乾） 
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［プラスチック製品］ 

 

品目コード 品目名 品目例示 

１５４ 舗装材料 

アスファルト舗装混合材、タール舗装混合材（アスファルトブロック、

タールブロックを含む）、れき青乳剤、舗装用ブロック（アスファルト

製）等 

品目コード 品目名 品目例示 

１５５ 
プラスチックフィ

ルム・シート 

プラスチックフィルム（軟質、硬質）、プラスチックシート、プラスチ

ック床材（プラスチックタイル、その他のプラスチック床材）、合成皮

革（ナイロン系、ポリアミド系、ウレタン系、塩化ビニル系等） 

１５６ 
プラスチック板・

管・棒 

プラスチック板（平板、波板、積層品、化粧板等）、プラスチック棒、

プラスチック管（プラスチック硬質管、プラスチックホース等）、プラ

スチック継手（バルブ、コックを含む）、プラスチック異形押出製品（プ

ラスチック雨どい、同附属品、その他のプラスチック異形押出製品）、

プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品の加工品 

１５７ 
プラスチック発泡

製品 

軟質プラスチック発泡製品（半硬質性を含む）（軟質ポリウレタンフォ

ーム、軟質ポリエチレンフォーム、軟質発泡ポリエチレン、軟質塩化ビ

ニルフォーム等）、硬質プラスチック発泡製品（半硬質性を含む）（厚さ

３㎜以上の厚板、厚さ３㎜未満の薄板、棒状・管状発泡製品、人工雪

（粒）等） 

１５８ 
工業用プラスチッ

ク製品 

輸送機械用プラスチック製品（自動車用バンパー・ダッシュボード・ホ

イールキャップ等）、電気機械器具用プラスチック製品（電話機きょう

体、テレビ・ラジオ用キャビネット、冷蔵庫内装用品、扇風機羽根、掃

除機ボデー、プラスチック製光ファイバー等）、その他の工業用プラス

チック製品、カメラボデー、パッキング（成形したもの）等、工業用プ

ラスチック製品の加工品（切断、接合、塗装、蒸着めっき、バフ加工等） 

１５９ 
強化プラスチック

製品 

強化プラスチック製板・棒・管・継手、強化プラスチック製容器・浴槽・

浄化槽、その他の強化プラスチック製品（保安帽（帽体）・がい子・橋

脚等）、発泡・強化プラスチック製品の加工品 

１６０ 
プラスチック製容

器 

飲料用プラスチックボトル、プラスチック製中空成形容器（洗剤・シャ

ンプー容器、水筒、灯油缶、工業用薬品缶等）、その他のプラスチック

製容器（コンテナ、魚箱、ビール箱、アイスボックス、調味料容器等） 

１６１ 
プラスチック製日

用雑貨・食卓用品 

プラスチック製日用雑貨・食卓用品（まな板、ボール、食器、盆、漆器

素地、洗面器、腰掛け、水筒等） 

１６２ 

その他のプラスチ

ック製品（賃加工

を除く） 

プラスチック成形材料、再生プラスチック成形材料、廃プラスチック製

品、プラスチック製品の加工品（他に分類されないもの）（切断、接合、

塗装、蒸着めっき、バフ加工等）、他のプラスチック製品（絶縁テープ、

プラスチック製時計ガラス、塩化ビニル止水板、ビニル製外衣、人工

芝、注射筒（目盛りなし）等） 
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［ゴム製品］ 

 
［なめし革・同製品・毛皮製品］ 

 
［窯業・土石製品］ 

品目コード 品目名 品目例示 

１６３ 
その他のプラスチ

ック製品（賃加工） 

「１６２：その他のプラスチック製品（賃加工を除く）」の賃加工（塗

装、研磨、めっき等） 

品目コード 品目名 品目例示 

１６４ タイヤ・チューブ 

自動車用タイヤ、自動車用チューブ、タイヤ・チューブ（航空機用、自

転車用、運搬車用等）、ソリッドタイヤ、更生タイヤ（自動車用、航空

機用、自転車用、運搬車用等） 

１６５ 
ゴム製・プラスチ

ック製履物 

ゴム製履物（地下足袋、ゴム底布靴、総ゴム靴、ゴム草履、スリッパ、

ゴム製履物用品）、プラスチック製履物（靴、サンダル、スリッパ、そ

の他のプラスチック製履物・同附属品） 

１６６ 
他に分類されない

ゴム製品 

ゴムベルト（コンベヤベルト、Ｖベルト、歯付ベルト、その他のゴムベ

ルト）、ゴムホース、工業用ゴム製品（防振ゴム、ゴムロール、ゴム製

パッキン類、ゴム管、ゴムライニング、工業用エボナイト製品、工業用

ゴム板、防げん材、工業用スポンジ製品、フラップ・リムバンド、その

他の工業用ゴム製品）、ゴム引布（衣料用・雑貨用等）、医療・衛生用ゴ

ム製品、練生地（更正タイヤ用等）、再生ゴム、フォームラバー、ゴム

手袋、その他のゴム製品 

品目コード 品目名 品目例示 

１６７ 革製履物 
革製履物（紳士用、婦人用、子供用、運動用、作業用、その他の革製履

物） 

１６８ 製革・毛皮 
成牛甲革、中小牛甲革、牛底革、牛ぬめ革、その他の牛革、馬革、豚革、

山羊・めん羊革、その他のなめし革、毛皮 

１６９ 
かばん・袋物・その

他の革製品 

工業用革製品（工業用革ベルト、革製パッキン、ガスケット、紡績機用、

印刷機用、自動車用、紡績用エプロンバンド、自転車用サドル皮、オイ

ルシール、工業用ピッカー等）、革製手袋（衣服用、作業用、スポーツ

用等）、革製かばん（なめし革製旅行かばん、書類かばん、学生かばん、

ランドセル、革製ケース等）、その他のかばん（プラスチック製かばん、

合成皮革製ケース等）、袋物、ハンドバック（なめし革製ハンドバック、

プラスチック製ハンドバック等）、その他の革製品（服装用革ベルト、

馬具、時計用革バンド、首輪、革ひも等） 

品目コード 品目名 品目例示 

１７０ 板ガラス 普通板ガラス、変り板ガラス、フロート、みがき板ガラス 

１７１ 
安全ガラス・複層

ガラス 
合わせガラス、強化ガラス、複層ガラス、その他の板ガラス、鏡 
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品目コード 品目名 品目例示 

１７２ 
ガラス繊維・同製

品 

ガラス短繊維製品（フェルト、ボード等）、ガラス長繊維製品（ロービ

ング、チョップドストランド、マット、糸、布等）、光ファイバ（素線） 

１７３ ガラス製加工素材 
光学ガラス素地、電球類用ガラスバルブ、電子管用ガラスバルブ、ガラ

ス管・棒・球、その他のガラス製加工素材 

１７４ 
他に分類されない

ガラス製品 

ガラス容器（飲料用、食料用、調味料用等、化粧びん、インキびん）、

理化学用・医療用ガラス器具（フラスコ、ビーカー、試験管、目盛り無

しの注射筒、シリンダ、標本瓶、培養皿、乳鉢、すい飲み、耐熱ガラス

製理化学用製品、耐酸瓶、医療用アルコール瓶等）、卓上用ガラス器具

（花瓶、灰皿、金魚鉢、電気スタンド、文鎮、ペン皿等）、ガラス製台

所用品・食卓用品（コップ、皿、ボール、鉢、しょうゆ差し、バター入

れ、調味料入れ、コーヒー沸かし、耐熱ガラス製ちゅう房用器具等）、

魔法瓶用ガラス製中瓶、照明用・信号用ガラス製品（レンズ、グローブ、

シエード等）、その他のガラス・同製品（ガラスブロック、ガラスブリ

ック、ガラスタイル、ガラス浮玉、眼鏡用、時計用、ガラス絶縁物、ガ

ラス製装飾品、石英ガラス製品、多泡ガラス等） 

１７５ セメント 

構造用セメント（ポルトランドセメント（早強・中庸熱、普通）、フラ

イアッシュセメント、高炉セメント等）、白色ポルトランドセメント、

セメントクリンカ（輸出分） 

１７６ セメント製品 

遠心力鉄筋コンクリート（ヒューム管、ポール、パイル）、普通コンク

リート管、コンクリートブロック（空洞、土木用）、道路用コンクリー

ト製品、プレストレストコンクリート製品（枕木、はり、けた等）等、

テラゾー製品、気泡コンクリート製品(気泡パネル、気泡ブロック等）、

木材セメント製品、パルプセメント板、木片セメント板、セメント瓦、

厚形スレート、他のセメント製品 

１７７ 建設用陶磁器 
浴槽、便器、洗面手洗器、水槽等、モザイクタイル、内装タイル、その

他のタイル(外装タイル、床タイル等) 

１７８ 工業用陶磁器 

電気用陶磁器（がい子、がい管、電気用特殊陶磁器等）、理化学用・工

業用陶磁器（化学分析用、化学工業用耐酸陶磁器、耐酸陶瓶、熱電対保

護管、温度計用陶磁器等）、ＩＣパッケージ、基板、圧電機能素子、ガ

スセンサ素子、光学用部品・部材、生体用部材、触媒担体・セラミック

フィルタ、耐熱材、工具材、耐廃耗・耐触材等 

１７９ 日用陶磁器 

食卓用・ちゅう房用陶磁器（陶磁器製和・洋飲食器、陶磁器製台所・調

理用品）、陶磁器製置物、その他の陶磁器、陶磁器絵付品、陶磁器用は

い土 
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［鉄鋼］ 

  

品目コード 品目名 品目例示 

１８０ 耐火物 

耐火煉瓦（粘土質、高アルミナ質、塩基性煉瓦、ジルコン、その他の耐

火煉瓦）、不定形耐火物（耐火モルタル、キャスタブル耐火物、プラス

チック耐火物、吹付材耐火物、その他の不定形耐火物）、人造耐火材、

その他の耐火物 

１８１ 
その他の建設用土

石製品 

石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、シージング石こうボー

ド、強化石こうボード、石こうプラスタ、焼石こう、その他の石こう製

品、粘土かわら（いぶしかわら、うわ薬かわら、塩焼かわら）、普通れ

んが、陶管、その他の建設用粘土製品（テラコッタ、ストーブライニン

グ用品、煙突、砂せきれんが、粘土かわら白生地）等 

１８２ 炭素・黒鉛製品 

電極（人造黒鉛電極、電解板、炭素電極、連続自焼式電極ﾍﾟｰｽﾄ）、炭素

棒、ブラシ、黒鉛るつぼ、特殊炭素製品、その他の炭素・黒鉛製品（不

浸透性炭素等）、炭素繊維 

１８３ 研磨材 

けい砂（研磨、研削用）、研削用ガーネット、研削用けい砂フリント、

溶融アルミナ研削材、炭化けい素研削材、シリコンカーバイド、ビトリ

ファイド法と石（一般研削、角型、軸付）、レジノイド法と石（一般研

削、切断、オフセット）、マグネシア法と石、ゴム法と石、その他の研

削と石（石材研磨と石、ダイヤモンドと石）、研磨布紙（耐水研磨紙、

サンドペーパー、研磨布ロール、研磨ファイバー等）、バフ研磨材、工

業用研磨材、再生研磨材、天然と石、油脂製研磨材、樹脂研磨と石、石

材研磨と石等 

１８４ 

その他の窯業・土

石製品（賃加工を

除く） 

生石灰、消石灰、軽質炭酸カルシウム（普通品、こう質品）、その他の

石灰製品（焼成ドロマイト、ドロマイトプラスタ等）、ジョイントシー

ト、ブレーキライニング（自動車用、その他用）、石綿保温材、その他

の石綿製品（石綿糸、石綿布、石綿板、石綿紙等）、台所・食卓用ほう

ろう鉄器、ほうろう製衛生用品、その他のほうろう鉄器（建築用ほうろ

う製品、電灯笠等）、再生骨材、人工骨材、石工品、けいそう土・同製

品、鉱物・土石粉砕、その他の処理品、七宝製品、人造宝石、ﾛｯｸｳｰﾙ・

同製品、鋳型、その他の窯業・土石製品（白墨、石筆、気硬性セメント、

人造石、鋳物用けい砂、かわら用粘土等） 

１８４ａ 
その他の窯業・土

石製品（賃加工） 
「１８４：その他の窯業・土石製品（賃加工を除く）」の賃加工 

品目コード 品目名 品目例示 

１８５ 銑鉄 

高炉銑（製鋼用銑、一般鋳物用銑、可鍛鋳鉄用銑、球状黒鉛鋳鉄用銑）、

電気炉銑（製鋼用銑、一般鋳物用銑、可鍛鋳鉄用銑、球状黒鉛鋳鉄用

銑）、その他の炉銑（製鋼用銑、一般鋳物用銑、可鍛鋳鉄用銑、球状黒

鉛鋳鉄用銑）、原鉄、純鉄、ベースメタル 
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品目コード 品目名 品目例示 

１８６ フェロアロイ 

フェロマンガン（高炭素、低炭素）、シリコマンガン、フェロニッケル

その他のフェロアロイ（フェロシリコン、フェロクロム（高炭素、低炭

素）、フェロタングステン、フェロモリブデン、フェロバナジウム、フ

ェロニオブ、カルシウムシリコン、シリコクロム） 

１８７ 粗鋼（転炉） インゴット（圧延用、鍛鋼用）、連続鋳造 

１８８ 粗鋼（電気炉） インゴット（圧延用、鍛鋼用）、連続鋳造 

１８９ 普通鋼形鋼 鋼矢板、Ｈ形鋼、大形鋼、中小形鋼 

１９０ 普通鋼鋼板 厚板、中板、薄板 

１９１ 普通鋼鋼帯 幅６００mm 以上（冷延電気鋼帯用、その他用）、幅６００mm未満 

１９２ 普通鋼小棒 鉄筋用小形棒鋼、その他用小形棒鋼 

１９３ 
その他の普通鋼熱

間圧延鋼材 

軌条（重軌条、軽軌条）、棒鋼（大形、中形）、管材、バーインコイル（鉄

筋用、その他用）、普通線材、特殊線材（低炭素、高炭素）、外輪 

１９４ 熱間圧延鋼半製品 熱間圧延鋼半製品 

１９５ 
特殊鋼熱間圧延鋼

材 

特殊鋼工具鋼（炭素工具鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、その他の工具

鋼）、特殊鋼構造用鋼（機械構造用炭素鋼、構造用合金鋼）、特殊鋼特殊

用途鋼（ばね鋼、軸受鋼、ステンレス鋼（クロム系、ニッケル系）、耐

熱鋼、快削鋼、ピアノ線材、高抗張力鋼、高マンガン鋼、合わせ鋼材） 

１９６ 普通鋼鋼管 
熱間鋼管（継目無鋼管、鍛接鋼管、電縫鋼管、電弧溶接鋼管）、冷けん

鋼管、めっき鋼管 

１９７ 特殊鋼鋼管 熱間鋼管（継目無鋼管、電縫鋼管、電弧溶接鋼管）、冷けん鋼管 

１９８ 
普通鋼冷間仕上鋼

材 
磨帯鋼、鉄線、冷間圧造用炭素鋼線、硬鋼線、溶接棒心線 

１９９ 
特殊鋼冷間仕上鋼

材 

磨帯鋼、ＰＣ鋼線、ピアノ線、ステンレス鋼線、冷間圧造用炭素鋼線、

その他の特殊鋼線 

２００ めっき鋼材 
ブリキ、ティンフリースチール、亜鉛めっき鋼板(溶融めっき、電気め

っき)、その他の金属めっき鋼板、針金、亜鉛めっき硬鋼線 

２０１ 鍛鋼 鍛鋼品（打放）（普通鋼、特殊鋼） 

２０２ 鋳鋼 鋳鋼品（鋳放）（普通鋼、特殊鋼） 

２０３ 鋳鉄管 直管、異形管 

２０４ 鋳鉄品 
銑鉄鋳物、球状黒鉛鋳鉄、黒心・白心可鍛鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、

精密鋳造品、可鍛鋳鉄製鉄管継手（フランジ形を含む） 

２０５ 鍛工品（鉄） 鍛工品（自動車用、産業機械器具用等） 

２０６ 
鉄鋼シャースリッ

ト業 
鉄鋼切断品（溶断を含む） 

２０７ その他の鉄鋼製品 鉄粉、純鉄粉、純鉄圧延、ペレット等 
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［非鉄金属］ 

 
［金属製品］ 

 

品目コード 品目名 品目例示 

２０８ 銅 粗銅、電気銅 

２０９ 
鉛・亜鉛（再生を含

む。） 

粗鉛（副産粗鉛を含む）（輸出分）、電気鉛、再生鉛、減摩合金、はんだ、

電気亜鉛、蒸留亜鉛、精留亜鉛、再生亜鉛、亜鉛合金 

２１０ 
アルミニウム（再

生を含む。） 

水酸化アルミニウム、アルミナ（酸化アルミニウム）、普通・精製アル

ミニウム地金、アルミニウム再生地金、アルミニウム合金 

２１１ 
その他の非鉄金属

地金 

金地金、銀地金、チタン地金、すず地金、アンチモン、カドミウム、タ

ングステン、モリブデン、その他の非鉄金属地金、金再生地金・同合金、

銀再生地金・同合金、銅再生地金・同合金、その他の非鉄金属再生地金・

同合金 

２１２ 電線・ケーブル 

銅裸線（丸線、トロリ線、平角線、より線、銅合金線等）、銅巻線（綿・

絹巻線、ガラス巻線、紙巻線等）、銅被覆線（コード、船用線、ビニル

線、制御用ポリエチレン線、クロロプレンキャブタイヤ等）、アルミニ

ウム線、電力ケーブル（ベルト形紙ケーブル、ガス圧ケーブル、パイプ

形ケーブル等）、通信ケーブル（市内ケーブル、市外ケーブル、搬送ケ

ーブル等） 

２１３ 
光ファイバケーブ

ル 

光ファイバケーブル、その他の光複合ケーブル、光架空地線、光ファイ

バコード、光ファイバ心線、イメージガイド、ライトガイド、センサー

ヘッド等 

２１４ 伸銅品 銅、黄銅、青銅、その他 

２１５ アルミ圧延製品 板、円板、条、管、棒、形材、線、はく 

２１６ 非鉄金属素形材 

アルミニウム鋳物、アルミニウム鋳造品、アルミニウム鍛造品、ダイカ

スト（アルミニウム、亜鉛、その他のダイカスト）、軽合金鋳物（マグ

ネシウム、その他）、精密鋳造品（銅合金、その他の非鉄合金）、非鉄金

属鍛造品（その他の非鉄金属鍛造品） 

２１７ 核燃料（賃加工） 核燃料 

２１８ 
その他の非鉄金属

製品 

鉛製品（鉛管、鉛板、鉛合金展伸材）、亜鉛・同合金展伸材、その他の

合金展伸材（金・同合金、銀・同合金、白金・同合金、ニッケル・同合

金、その他の非鉄金属・同合金）、非鉄金属合金粉（銅・同合金、アル

ミニウム・同合金、その他の非鉄金属・同合金） 

品目コード 品目名 品目例示 

２１９ 建設用金属製品 
鉄骨、軽量鉄骨、橋りょう、鉄塔、水門、その他の建設用金属製品（メ

タルフォーム、水圧鉄管、浮ドック等） 

２２０ 建築用金属製品 

アルミニウム製サッシ・ドア、金属製サッシ・ドア、シャッタ、メタル

ラス、建築用板金製品、鉄骨系プレハブ住宅、その他の建築用金属製品

（化粧棚、カーテンウォール等） 
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［はん用機械器具］ 

  

品目コード 品目名 品目例示 

２２１ 
ガス・石油機器・暖

房・調理装置 

ガスこんろ、ガス風呂がま、ガス湯沸器、ガス炊飯器、その他のガス機

器、石油ストーブ、その他の石油機器、暖房機器（温風暖房機、温水ボ

イラ、放熱器・ユニットヒータ）、暖房用・調理用器具、太陽熱利用機

器等 

２２２ 

ボルト・ナット・リ

ベット・スプリン

グ 

ボルト、ナット、リベット、座金（ワッシャ）、木ねじ、小ねじ、押ね

じ、その他のボルト・ナット等関連製品（ターンバックル、トングルボ

ルト、割ピン等）、かさね板ばね、つるまきばね、線ばね、うす板ばね、

その他のばね 

２２３ 
金属製容器・製缶

板金製品 

ドラム缶、１８リットル缶、食缶（缶詰用缶）、その他のめっき板製品

（アイスクリーム缶、飲料用缶、エアゾール缶、バケツ等）、まき・コ

ークス・石炭用風呂釜、板金製タンク、高圧容器（ボンベ）、コンテナ、

その他の製缶板金製品 

２２４ 配管工事附属品 金属製管継手、金属製衛生器具、配管工事用附属品 

２２５ 粉末や金製品 超硬チップ、機械部品等 

２２６ 刃物・道具類 

鋼板せん断用刃用（シャーブレード）、合板・木工機械用刃物、その他

の機械刃物（たばこ用、製本用、セルロイド用等）、理髪用刃物、ほう

丁、ナイフ類、はさみ、工匠具、つるはし、ハンマ、ショベル、スコッ

プ、レンチ、スパナ、プライヤ、ペンチ、ドライバ、万力、やすり、手

引のこぎり、金切のこ刃、くわ、かま、移植こて、すき、マニアホーク、

耕作用具、農器具部分品等 

２２７ 金属プレス製品 

アルミニウム製機械部分品（機械仕上げをしないもの）、アルミニウム

製台所・食卓用品、アルミニウム製飲料用缶、その他の打抜・プレス加

工アルミニウム・同合金製品、打抜・プレス機械部分品（機械仕上げを

しないもの）、王冠、その他の打抜・プレス金属製品（ほうろう素地、

懐炉、台所・食卓用品等） 

２２８ 金属線製品 

電気溶接棒、鉄丸くぎ、鉄特殊くぎ、その他のくぎ、金属製金網、非鉄

金属製金網、ワイヤーロープ（鋼より線含む）、ＰＣ鋼より線、その他

の線材製品（有刺鉄線、ワイヤチェーン、自動車タイヤチェーン等） 

２２９ 

他に分類されない

金属製品（賃加工

を除く） 

洋食器、その他の金物類（錠、かぎ、建築用金物、架線金物等）、金属

表面処理品（金属彫刻品、金属熱処理品等）、金庫・同 

部分品・取付具・附属品、その他の金属製品（貨幣、金属製パッキン・

ガスケット、金属板ネームプレート、金属製チューブ、打ちはく、脚立

等） 

２３０ 
他に分類されない

金属製品（賃加工） 

「２２９：他に分類されない金属製品（賃加工を除く）」の賃加工（め

っき、塗装、研磨等） 

品目コード 品目名 品目例示 

２３１ ボイラ 
煙管ボイラ、水管ボイラ、その他のボイラ（温水ボイラを除く）、ボイ

ラの部分品・取付具・附属品 
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品目コード 品目名 品目例示 

２３２ タービン 
蒸気タービン、ガスタービン、水力タービン、フランシスタービン、プ

ロペラタービン、斜流タービン、タービンの部分品・取付具・附属品 

２３３ 原動機 

はん用ガソリン機関、はん用石油機関、はん用ディーゼル機関、はん用

内燃機関の部分品・取付具・附属品、原子動力炉、同部分品・取付具・

附属品、その他の原動機 

２３４ ポンプ・圧縮機 

単段式うず巻ポンプ、多段式うず巻ポンプ、耐しょく性ポンプ（化学工

業用特殊ポンプ）、家庭用電気ポンプ、手動ポンプ、往復圧縮機、回転

圧縮機、遠心・軸流圧縮機、遠心送風機、軸流送風機、油圧ポンプ、油

圧モータ、油圧シリンダ、油圧バルブ、その他の油圧機器（畜圧機、油

圧フィルター等）、空気圧シリンダ、空気圧バルブ、空気圧フィルタ、

空気圧ルブリケータ、ポンプ・圧縮機・送風機・油圧機器・空気圧機器

等の部分品・取付具・附属品 

２３５ 運搬機械 

電動エレベータ、油圧エレベータ、手動エレベータ等、エスカレータ、

天井走行クレーン、ジブクレーン、橋形クレーン、円形クレーン、ロー

ダ、アンローダ、ケーブルクレーン、ベルトコンベヤ、チェーンコンベ

ヤ、ローラコンベヤ、スクリューコンベヤ、空気コンベヤ、ニューマチ

ックコンベヤ、舶用ウインチ、チェーンブロック、ホイスト、ウィンド

ラス、キャップスタン、索道、ロープウェイ、ターンテーブル、動力ジ

ャッキ、カーダンパ、トラバーサ、リフト、運搬機械の部分品・取付具・

附属品 

２３６ 
冷凍機・温湿調整

装置 

往復動式冷凍機、回転式冷凍機、遠心式冷凍機、吸収式冷凍機、コンデ

ンシングユニット、冷凍・冷蔵用ショーケース（冷凍陳列棚を含む）、

シングルパッケージ・リモートコンデンサ形、ウォータークーラー、冷

却塔、冷蔵装置、凍結装置、製氷装置、除湿機（民生用を除く）、チリ

ングユニット、冷凍機・温湿調整装置の部分品・取付品・附属品 

２３７ ベアリング 
玉軸受、ころ軸受、軸受ユニット、玉軸受・ころ軸受、ベアリングの部

分品・取付具・附属品 

２３８ 動力伝導装置 

変速機、歯車（プラスチック製を含む）、ローラチェーン、平軸受、ク

ラッチ、カップリング、滑車、操舵機、動力伝導装置の部分品・取付具・

附属品 

２３９ 
他に分類されない

はん用機械 

操舵機、溶解炉、混銑炉、均熱炉、加熱炉、陶磁器・土器・ほうろう焼

成窯・キュポラ（電気炉を除く）、重油・ガス燃焼装置（軽油を含む）、

自動車用エレベータ、機械式駐車装置、自動給炭装置、潤滑装置、上水

道処理装置、潜水装置、自動車用代燃装置、電線巻取機、旋回窓、産業

用焼却炉、高温・高圧バルブ、自動調整バルブ、給排水用バルブ・コッ

ク、一般用バルブ・コック、管加工品、工事用パイプ、ねじ付パイプ、

パイプ切断品、消火器具、消火装置、消防自動車のぎ装品、ピストンリ

ング、他に分類されないはん用機械の部分品・取付具・附属品 
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［生産用機械器具］ 

                                                             

品目コード 品目名 品目例示 

２４０ 農業用機械 

整地用機器（動力耕うん機、歩行用トラクタ、農業用トラクタ、すき、

砕上機等）、栽培用・管理用機器（噴霧機、散粉機、田植機、除草機、

芝刈機、散水機）、収穫調整用機器（脱穀機、籾すり機、農業用乾燥機、

コンバイン、稲麦刈取機、とうみ、米選機等）、飼料機器、農業用機械

器具の部分品・取付具・附属品 

２４１ 建設・鉱山機械 

パワーショベル、ドラグショベル、バケットホイール、トンネル掘進

機、トラッククレーン、クローラクレーン、ラフテレンクレーン、ホイ

ールクレーン、建設用トラクタ、ショベルトラック（二輪・四輪駆動

車）、整地機械、アスファルト舗装機械、コンクリート機械、基礎工事

用機械、せん孔機、さく岩機、鉄柱（非鉄金属製を含む）、カッペ、破

砕機、摩砕機、選別機、破砕機・摩砕機・選別機の補助機、その他の建

設・鉱山機械（ホーベル、破断機、カッパ等）、建設・鉱山機械の部分

品・取付具・附属品 

２４２ 繊維機械 

エアジェットルーム織機、ウォータージェットルーム織機、毛織機、麻

織機、タオル織機、帆布織機、ニット機械（よこ編機、丸編機、靴下編

機、たて編機等）、漁網機、レース機、編みひも機、製網機、刺しゅう

機械、織物用準備機（整経機、のり付機等）、家庭用ミシン、家庭用ミ

シン頭部、工業用ミシン、工業用ミシン頭部、繊維機械の部分品・取付

具・附属品、染色機・なつ染機（ジッガー機、枠染め機、糸染め機等）、

仕上機械（幅出機、幅出乾燥機、起毛機、せん毛機、樹脂加工機、カレ

ンダ、防収縮加工機、コーティング機、ラミネーティング機、ディッピ

ング機等）、その他の染色整理機械（整反機、霧吹き機、煮絨機、縮絨

機、洗絨機、ロータリープレス、精練漂白機等）、紡糸機、後処理機械、

延伸ねん糸機、カード、精紡機、蚕糸機械、製綿機械、洗毛機械、化炭

機械、反毛機械、前紡機械、粗紡機械、合ねん糸機、準備機、縫製準備

行程機械、延反機、解反機、柄合機、縫製用裁断機、毛糸手編機械目打

機等 

２４３ 食品機械・同装置 

穀物処理機械・同装置、製パン・製菓機械・同装置、醸造用機械、牛乳

加工・乳製品製造機械・同装置、肉製品・水産製品製造機械、飲料製造

用機械、その他の食料品加工機械（製茶機械、果実加工機械、豆腐製造

機械等）、食料品加工機械の部分品・取付具・附属品 

２４４ 木材加工機械 

製材機械（帯のこ盤、丸のこ盤等）、木材加工機械（かんな盤、のこ盤、

ほぞ取盤、くぎ打機械、面取盤、木工旋盤、木工フライス盤等）、合板

機械（繊維板機械を含む）（ベニヤレース、プレス、サンダ・ドライヤ、

グルースプレッタ、クリッパ、スライサ等）、木材加工機械の部分品・

取付具・附属品 
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品目コード 品目名 品目例示 

２４５ 
パルプ装置・製紙

機械 

パルプ製造装置・同装置、抄紙機、その他の製紙機械（断裁機、巻取機、

コーティングマシン等）、パルプ装置・製紙機械の部分品・取付具・附

属品 

２４６ 
印刷・製本・紙工機

械 

とっ版印刷機械、平版印刷機（Ｂ３版以上）、特殊印刷機械、おう版印

刷機、石版印刷機、亜鉛版印刷機、製本機械（断裁機、紙締機、折畳機、

表紙くるみ機、紙折機等）、紙工機械（製箱機械、段ボール製造機械、

袋・封筒製造機械、荷札製造機、紙コップ製造機等）、製版機械（活字

鋳造機、写真植字機、植版機、ホエラー、ネガ乾燥機、腐食機等）、印

刷・製本・紙工機械の部分品・取付具・附属品 

２４７ 包装・荷造機械 

個装・内装機械（充てん機、容器成形充てん機、上包機、小箱詰機、収

縮包装機、シール機、かん詰・びん詰機等）、外装・荷造機械（バンド

掛け機、ケース詰機、ひも掛け機等） 

２４８ 化学機械 

圧搾機器、ろ過機器、分離機器、熱交換器（分縮機、熱換器を含む）、

混合機、かくはん機、ねつ和機、溶解機、造粒機、乳化機、粉砕機、反

応機、発生炉、乾留炉、電解槽、硝化機、発酵機、分解機、飽和機、転

化機、重合機、オートクレーブ、凝固機、解びょう機、蒸発機器、蒸留

機器、蒸煮機器、晶出機器、乾燥機器、焙焼機、焼結機、焼成機器、集

じん機器、貯蔵槽（固定式、浮屋根式、球形、その他）、吸収機、洗浄

機、抽出機、重油脱硫装置、廃ガス処理装置、水質汚染防止機器、廃棄

物処理機器等、化学機械・同装置の部分品・取付具・附属品 

２４９ 鋳造装置 

ダイカストマシン、造型機、型込機、中子成型機、砂処理機械、鋳型・

鋳型定盤（製鉄、製鋼用のもの）、鋳造装置の部分品・取付具・附属品

等 

２５０ 
プラスチック加工

機械 

射出成形機、押出成形機、圧縮成形機、中空体成形機、真空成形機、カ

レンダ、発泡成形機、タブレットマシン、ペレット装置、グラニュレー

タ、コーティング機、プラスチック蒸着めっき装置等、プラスチック加

工機械の部分品・取付具・附属品 

２５１ 金属工作機械 

数値制御（旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、平削盤、研削盤、

歯切り盤、歯車仕上機械、専用機）、マシニングセンタ、放電加工機、

旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、平削盤、研削盤、歯切り盤、

歯車仕上機械、専用機、金属工作機械の部分品・取付具・附属品 

２５２ 金属加工機械 

圧延機械・同附属装置、精整仕上装置、ベンディングマシン、液圧プレ

ス、機械プレス、せん断機（シャーリングマシン）、鍛造機械、ワイヤ

フォーミングマシン、ガス溶接・溶断機、金属圧延用ロール、せん孔・

プレス搾孔式・押出式・ガス溶接式・鍛接式製管機、同装置、引抜製管

機、人力プレス、気圧プレス、スレッドローリングマシン、パイプロッ

ド引抜機、シュリンキングマシン、コルゲーティングマシン、マーキン

グマシン、スエージャ、バードロイングマシン、金おさ機械、線引機、

金属加工機械の部分品・取付具・附属品 
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［業務用機械器具］ 

 

品目コード 品目名 品目例示 

２５３ 機械工具 

特殊鋼切削工具（ドリル、リーマ、ミーリングカッタ、ギアカッタ等）、

超硬工具（バイト、ダイス、カッタ、ドリル、フライス等）、ダイヤモ

ンド工具（ドレッサ、バイト、ダイス、カッティングソー等）、電動工

具（電気かんな、電気のこぎり、電気ドリル、電気グラインダ等）、空

気動工具（ハンマ、ドリル、グラインダ、レンチ等）、治具、金属加工

用附属品（定盤、工作用直定規等）、キャリパ、ドリルチャック等 

２５４ 半導体製造装置 

アニール装置、エッチング装置、電子ビーム露光装置、ウエハ熱処理装

置、スパッタリング装置、ダイシング装置、マウンティング装置、モー

ルド装置、ワイヤボンディング装置、ベーキング装置、マスク・レチク

ル製造用装置、レジスト処理装置、半導体製造装置（フラットパネル・

ディスプレイ製造装置を除く）の部分品・取付具・附属品、イオン注入

装置、カラーフィルタ製造装置、薄膜製造装置、レジスト処理装置、パ

ネル工程用装置、ガラス基板製造用装置、フラットパネル・ディスプレ

イ製造装置の部分品・取付具・附属品 

２５５ 金型 

プレス用金型、鍛造用金型、鋳造用金型（ダイカスト用を含む）、プラ

スチック用金型、ゴム・ガラス用金型、粉末や金用金型、窯業用金型、

金型の部分品・附属品 

２５６ 
真空装置・真空機

器 

真空ポンプ、真空や金装置、真空化学装置、真空蒸着装置、真空成膜装

置、スパッタリング装置、ドライエッチング装置、ＣＶＤ装置、イオン

注入装置等 

２５７ ロボット 

産業用ロボット、操縦ロボット、（固定、可変）シーケンスロボット、

プレイバックロボット、数値制御ロボット、知能ロボット、産業用ロボ

ットの部分品・取付具・附属品 

２５８ 
その他の生産用機

械 

ゴム工業用機械器具、ガラス工業用特殊機械、たばこ製造機械・同装

置、医薬品製造用特殊機械、帽子製造機械、皮革処理機械、製靴機器、

鉛筆製造機械、ラインホーラ、ネットホーラ、チェーンソー、集材機械、

植毛機、マッチ製造機、のり刈取機、目立機械、製缶機械、窯業用特殊

機械、いか釣り機械、宝石研磨機、火薬充てん機械等、その他の生産用

機械の部分品・取付具・附属品 

品目コード 品目名 品目例示 

２５９ 複写機 
デジタル複写機、フルカラー複写機等、複写機の部分品・取付具・附属

品 

２６０ 
その他の事務用機

械 

加算機、計算機、電子式卓上計算機、ワードプロセッサ、金銭登録機（レ

ジスタ）（単能式・システム式）、タイプライタ（和文・外国語）、タイ

ムレコーダ、タイムスタンプ、会計機械、シュレッダ、あて名印刷機、

マイクロ写真機、チェックライター、作業記録機、小包区分機、分類機、

郵便集配機、青写真機械、印押機          （次頁に続く） 
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品目コード 品目名 品目例示 

２６０ 
その他の事務用機

械（続き） 

（前頁より）オフセット印刷機（Ｂ３版未満）、硬貨計算機、小切手記

入機、抹消機、電子ソロバン、電動ステープラ（ホッチキス）、製図機

械、電動穴あけ機等、その他の事務用機械器具の部分品・取付具・附属

品 

２６１ 自動販売機 
自動販売機（たばこ、切符、飲料食品、日用品、その他）、自動販売機

の部分品・取付具・附属品 

２６２ 娯楽用機器 

パチンコ台、パチンコ玉自動補給装置、スロットマシン台等、パチンコ

台等の部分品、その他の娯楽機器（メリーゴーランド、バッティングマ

シン、スマートボール、ボーリング装置、ゲームセンター用娯楽機器

（アーケードゲーム機、クレーンゲーム機、業務用テレビゲーム機）

等）、娯楽用機器の部分品・取付具・附属品 

２６３ 
その他のサービス

用機器 

業務用洗濯装置（ランドリーユニット、ドライクリーニングユニット、

洗濯機械装置、洗浄機械装置、脱水機械、脱液機械装置、乾燥機械、脱

臭機械等）、自動車整備・サービス機器（洗浄機、自動車ジャッキ、整

備用リフト、検査機器、給油機器等）、両替機、自動改札機、自動入場

機、コインロッカー、自動ドア、出前運搬機、食器洗浄機、自動給茶機

等、その他のサービス用機器の部分品・取付具・附属品 

２６４ 計測機器 

研究用機器（化学機器、物理学機器、気象観測機器等）、教育用機器（物

理・化学博物実験機器、数学機器等）、天文機器（天体写真機、天頂儀、

子午儀等）、地球物理学機器（重力計、磁力計等）、理化学機械器具の部

分品・取付具・附属品、一般長さ計（直尺、曲り尺、巻尺、畳尺、れん

尺、はさみ尺、物差し等）、オイルメータ、ガスメータ、水量メータ、

その他の積算体積計、天びん、ばね式はかり、自動はかり、棒はかり、

台はかり、電子はかり、皿はかり、分銅、おもり、その他のはかり、温

度計、圧力計（指示圧力計、記録式圧力計、分銅式標準圧力計、血圧計、

真空計、握力計等）、金属温度計、流量計（差圧流量計、面積式流量計、

容積式流量計等）、液面計（レベル計）、工業用長さ計（のぎす、バイト

ゲージ、デプスゲージ、マイクロメータ、ダイヤルゲージ（指針訓微器

を含む）、ゲージ（ブロックゲージを含む））、精密測定器（長さ測定器、

角度測定器、ねじの測定器、歯車の測定器、投影機、面の測定器、平面

度・直面度の測定器等）、光分析装置、電磁気分析機器、クロマト装置、

蒸留・分離装置、元素分析装置、熱分析装置、ガス分析機器装置、電気

化学分析装置、材料試験機（金属材料用、非金属材料用）、その他の試

験機（動つり合試験機、動力試験機、構造物試験機、振動試験機、制動

試験機等）、ジャイロ計器、磁気コンパス、測角測量機、水準測量機、

距離測量機、写真測量機、光度計、光束計、照度計、屈折度計、公害計

測器、温度計（ガラス製）、体積計（積算体、積形を除く）、密度計、濃

度計、比重計、粘度計、熱量計、騒音計、位置計、周波数計、回転計、

速さ計、加速度計、面積計、放射線測定器、地震計、電子温度計、分析

器・試験機・計量器・測定器の部分品・取付具・附属品 
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［電子部品・デバイス・電子回路］ 

 
  

品目コード 品目名 品目例示 

２６５ 医療用機械器具 

医科用機械器具・同装置（医科用鋼製器具、診断用機械器具装置、手術

用機械器具装置、処理用機械器具、麻酔器具、輸血装置、人工気胸器具、

聴診器、注射器具、かん腸器、整形用機械器具、人工心肺装置、医療用

針、検眼用機械器具等）、病院用器具・同装置（手術台、診療台、消毒

滅菌器、呼吸補助器、保育器、光線治療器、機械台、保管設備、患者運

搬車、指圧器、医科用ふ卵器等）、医療用機械器具の部分品・取付具・

附属品、歯科用機械器具・同装置（診療室用機械装置・鋼製器具、診療

用機械器具、技工用機械器具・同装置、きょう正用機械器具・同装置、

歯科用治療台、歯科用ユニット、歯科用エンジン、歯科用鋼製小物、歯

科技工用器具、歯科用バー等）、動物用医療機械器具（診断用機械器具、

手術用機械器具、診療用機械器具、標識用機械器具、人工受精用機械器

具、保健衛生機械器具、動物専用保定器具等）、動物用医療機械器具の

部分品・取付具・附属品、医療用品（縫合糸、副木、整形材料、義し、

検眼用品、義眼、家庭用吸入器、人工血管、松葉づえ、医療用コルセッ

ト、ギプス、脱腸帯、健康帯、医療用接着剤、避妊用具等）、歯科材料

（歯科用金属、歯冠材料、義歯材料、歯科接着用充てん材料、歯科用印

象材料、歯科用研削・研磨材料、歯科用ワックス等） 

２６６ 光学機械・レンズ 

顕微鏡・望遠鏡等（望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、拡大鏡）、写真機・映画

用機械（カメラ（デジタルカメラを除く）（フォーカルプレンシャッタ

式カメラ、レンズシャッタ式カメラ、ハーフサイズカメラ、二眼レフカ

メラ、小型カメラ、業務用カメラ等）、写真装置・同関連器具（引伸機、

現像・焼付・仕上用器具、写真乾燥機、リーダ、ビューア等）、映画用

機械器具（映画用撮影機、映写機、スライド映写機、映画現像装置、映

画焼付機、映写スクリーン等））、光学機械用レンズ・プリズム（カメラ

用レンズ、カメラ用交換レンズ、光学レンズ、プリズム）、顕微鏡・望

遠鏡等の部分品・取付具・附属品、写真機・映画用機械の部分品・取付

具・附属品（フィルタ、フード、三脚、雲台、セルフタイマ、距離計、

露出計、シャッタ、ボデー、じゃ腹、近接撮影・望遠撮影用アタッチメ

ント、ストロボ等） 

２６７ 武器 
銃、砲、爆発物投射機、戦闘車両、銃弾、砲弾、爆発物、指揮装置、武

器の部品及び附属品 

品目コード 品目名 品目例示 

２６８ 半導体素子 

発光ダイオード、シリコントラジスタ、電界効果型トランジスタ、IGBT、

ゲルマニウムトランジスタ、レーザダイオード、カプラ・インタラプ

タ、シリコンダイオード、整流素子（シリコン、その他）、サーミスタ

（ＰＴＣ、ＮＴＣ）、バリスタ、サイリスタ、その他の半導体素子 
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品目コード 品目名 品目例示 

２６９ 集積回路 

線形回路、バイポーラ型、モス型（ＭＰＵ、ＭＣＵ、ＤＲＡＭ、ＳＲＡ

Ｍ、フラッシュメモリ、CCD、ロジック等）、混成集積回路（薄膜集積回

路、厚膜集積回路）、実装していない集積回路（輸出分） 

２７０ 液晶パネル 

液晶パネル、液晶モジュール（パネルの生産から一貫して行うものはこ

こに含め、他で生産されたパネルを用いて液晶モジュールを生産する

場合は、「２７５：その他の電子部品」に含めてください）、液晶素子等 

２７１ 
フラットパネル・

電子管 

マイクロ波管（マグネトロン、その他）、ＰＤＰモジュール、表示管(PDP

モジュールを除く、表示放電管、蛍光表示管等）、陰極線管、テレビ用・

電子計算機関連用・放送局用・ディスプレイモニタ用等ブラウン管、Ｘ

線管、送・受信管、整流管、撮像管、その他の電子管、その他のフラッ

トパネル（有機ＥＬパネル、ＳＥＤパネル、ＦＥＤパネル等） 

２７２ 記録メディア 

フレキシブルディスク、リジットディスク、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤ－

Ｒ／ＲＷ等（生のものに限る）、光磁気ディスク（MO）、磁気録音テープ、

磁気録画テープ、フロッピーディスク、リジットディスク、電子計算機

用テープ等（生のものに限る）、ＳＤメモリカード、メモリスティック、

コンパクトフラッシュ 

２７３ 電子回路 

リジットプリント配線板（多重プリント配線板、電子プリント配線板、

両面プリント配線板、セラミックプリント配線板）、フレキシブルリジ

ット配線板、モジュール基板（セラミックモジュール基板、BGA 基板、

TAB 基板、MCM 基板等）、メタルコアプリント配線板、プリント配線実装

基板（片面、両面、多層）、フレキシブルプリント回路板、セラミック

形プリント回路板、モジュール実装基板等 

２７４ ＬＥＤランプ ＬＥＤランプ 

２７５ その他の電子部品 

可変抵抗器、固定抵抗器、可変コンデンサ、固定コンデンサ、中間周波

変成器、高周波変成器、音声周波変成器、電源用トランス、フェライト

コアトランス（高周波電源回路用のもの）、フライバックトランス、偏

向ヨーク、液晶モジュール（他で生産されたパネルを用いるもの）、ス

ピーカ、マイクロホンカートリッジ、イヤホンカートリッジ、磁気ヘッ

ド（オーディオ用、ビデオ用、フロッピーディスク用、ハードディスク

用等）、小形モータ（３ｗ未満のもの）、丸形・角形コネクタ、同軸コネ

クタ、プリント基板用コネクタ、光コネクタ、キーボードスイッチ、信

号用リレー、制御用リレー、スイッチング電源、テレビジョン用チュー

ナー（ビデオ用を含む）、アンテナ、ブースタユニット、コントロール

ユニット、シリコンウエハ（表面研磨をしたもの）、磁性材部品（粉末

や金によるもの）、水晶振動子（時計用を除く）、プラグ（配線用を除

く）、ジャック（配線用を除く）、テレビ画面安定器、ダイヤル、チャン

ネル、タッチパネルセンサ等 
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［電気機械器具］ 

  

品目コード 品目名 品目例示 

２７６ 発電機器 

直流発電機（一般用、車両用、舶用）、水車発電機、一般用蒸気タービ

ン発電機、一般用ガスタービン発電機、一般用エンジン発電機、舶用タ

ービン・エンジン発電機、その他の交流発電機、電動発電機、発電機器

の部分品・取付具・附属品 

２７７ 電動機 

回転電動機の部分品・取付具・附属品、直流電動機（７０Ｗ以上）、単

相誘導電動機（標準、非標準）、三相誘導電動機（標準、非標準）、同期

電動機、整流子電動機、家庭用ミシン電動機、クラッチ電動機、変速電

動機、他の交流電動機、小形電動機（直流、交流）（３Ｗ以上７０Ｗ未

満のもの）、シンクロ電動機、ステッピングモータ、サーボモータ、そ

の他の小形電動機 

２７８ 変圧器・変成器 

変圧器（標準変圧器、非標準変圧器、特殊用途変圧器）、変成器（計器

用変成器、誘導電圧調整器、リアクトル）、変圧器・変成器の部分品・

取付具・附属品 

２７９ 
開閉制御装置・配

電盤 

配電盤、分電盤、監視制御装置、補助リレー盤、中央制御盤、継電器（保

護継電器、制御継電器、電磁リレー等）、遮断器（配線用遮断器、漏電

遮断器、油遮断器、磁気遮断器、気中遮断器、空気遮断器、真空遮断器、

ガス遮断器、安全ブレーカー等）、開閉器（電力開閉器、断路器、電磁

開閉器、制御器、始動器、マイクロスイッチ、操作・検出スイッチ等）、

プログラマブルコントローラ、その他の配電制御装置（避雷装置、抵抗

器、密閉形ガラス絶縁装置、電磁クラッチ等）、開閉制御装置・配電盤

の部分品・取付具・附属品 

２８０ 配線器具 

小形開閉器（カットアウトスイッチ、開放ナイフスイッチ、カバー付き

ナイフスイッチ、箱開閉器等）、点滅器（ロータリースイッチ、タンブ

ラースイッチ、押ボタンスイッチ等）、接続器（屋内用ソケット、コン

セント、コードコネクタ、タップ、レセプタクル、ローゼット等）、そ

の他の配線器具・配線附属品（電球保持器、ヒューズ、パネルボード、

ベル用変圧器、端子、小型配線箱等) 

２８１ 内燃機関電装品 

充電発電機（ダイナモ）、始動電動機（スタータ）、ジュネレータ、配電

器（ディストリビュータ）、点火用コイル、点火プラグ、その他の内燃

機関電装品、内燃機関電装品の部分品・取付具・附属品 

２８２ 
その他の産業用電

気機器 

溶接機（アーク溶接機、抵抗溶接機）、産業用電熱装置（電熱乾燥装置、

赤外線乾燥装置、誘導加熱装置、抵抗加熱装置等）、系統用電力変換装

置、高周波電源装置、無停電電源装置、電動機駆動用変換装置、シリコ

ン・セレン整流器、水銀整流器、ゲルマニウム整流器、接触整流器、管

形整流器、コンデンサ（電力用、産業機器用等）、電気炉（抵抗炉、そ

の他の電気炉）、その他の産業用電気機器の部分品・取付具・附属品 

２８３ 
民生用エアコンデ

ィショナ 
エアコンディショナ（セパレート形、ウインドウォール形） 
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品目コード 品目名 品目例示 

２８４ 

民生用電気機器

（エアコンを除

く。） 

扇風機、換気扇、電気洗濯機（全自動、二槽式）、洗濯乾燥機、電気冷

蔵庫、電気温水洗浄便座、電子レンジ、オーブンレンジ、スチームレン

ジ、電気アイロン、電気掃除機、暖房用・保温用電熱製品（電気こたつ、

電気ストーブ、電気火ばち、電気ふとん、電気保温器、電気毛布等）、

ちゅう房用電熱製品（電子ジャー、電気こんろ、電気なべ、ホットプレ

ート、電磁調理器、トースター、コーヒーメーカー、クッカー、ジャー・

ポット、食器洗い乾燥機、餅つき機等）、理容用電気器具（電気かみそ

り、電気バリカン、ヘヤドライヤー、パーマネントウェーブ装置等）、

電気温水器、自然冷媒ヒートポンプ式給湯器、その他の民生用電気機械

器具（ジューサ（ミキサを含む）、温水用電熱器、床みがき機、家庭用

タイムスイッチ、洗濯物乾燥機、ふとん乾燥機、ディスポーザ、加湿器、

空気清浄機等）、民生用電気機械器具の部分品・取付具・附属品 

２８５ 電子応用装置 

医科用、ＣＴ装置、歯科用、その他のＸ線装置、医療用粒子加速装置、

医療用放射線物質応用装置、超音波画像診断装置（循環器用、腹部用を

含む）、超音波ドプラ診断装置、磁気共震画像診断装置（ＭＲＩ）、高周

波及び低周波治療器（家庭用を除く）、ＣＴスキャン（Ｘ線装置を除く）、

超音波医療用装置、高周波電力応用装置、電子顕微鏡、ガイガー計数

器、粒子加速機、磁気応用探知装置、数値制御装置、超音波応用装置（測

探機、魚群探知機、探知機、探傷機、超音波加工機械）、産業用テレビ

ジョン装置、産業用磁気録画再生装置、産業用ビデオカメラ、電子応用

装置の部分品・取付具・附属品 

２８６ 電気計測器 

電気計器（積算電力計、電流計、電圧計、電力計、力率計、周波数計等）、

電気測定器（電圧・電流・電力測定器、オシロスコープ、オーディオビ

ジュアル測定器、スペクトラムアナライザ、半導体ＩＣ測定器、ボード

テスタ、回路素子、材料測定器、伝送特性測定器、電波測定器、光測定

器、信号発生器・発振器、測定用記録計、データ処理装置等）、プロセ

スオートメーション用計測制御機器（温度計、圧力計、液位計、流量計、

差圧計、指示記録計、調節計、補助機器、操作器、プロセス用分析計、

プロセスコンピュータシステム、デジタル計装制御システム等）、ファ

クトリーオートメーション用計測制御機器、医療用計測器、その他の電

気計測器、電気計測器の部分品・取付具・附属品 

２８７ 電球類 

一般照明用電球、豆電球、クリスマスツリー用電球、自動車用電球、そ

の他の電球（赤外線電球、パイロットランプ、ハロゲン電球、反射形電

球等）、HID ランプ(水銀ランプ、メタルハライドランプ、高圧ナトリウ

ムランプ)、その他の放電ランプ(ネオン灯、アーク灯、低圧ナトリウム

ランプ、キセノンランプ、点灯管等)、蛍光ランプ（直管形、環形、バ

ックライト等） 
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［情報通信機械器具］ 

  

品目コード 品目名 品目例示 

２８８ 電気照明器具 

白熱電灯器具（一般用、自動車用（二輪自動車用を含む）、特殊用）、蛍

光灯器具（直管用、環形管用、スタンド）、高圧放電灯器具、発電ラン

プ、携帯電灯（懐中電灯、点検灯等）、その他の電気照明器具（殺菌灯

器具、ナトリウム灯器具、集魚灯器具等）、電気照明器具の部分品・取

付品・附属品 

２８９ 電池 

マンガン乾電池（筒型、積層、その他）、酸化銀電池、アルカリマンガ

ン乾電池、リチウム電池、その他の乾電池（湿電池を含む）、鉛蓄電池

（自動車用、二輪自動車用、小型制御弁式、その他）、アルカリ蓄電池

（完全密閉式、ニッケル・水素電池、その他（ポケット式、焼結式を含

む））、リチウムイオン蓄電池、電池の部分品・取付具・附属品 

２９０ 
その他の電気機械

器具 

太陽電池モジュール、電球口金、導入線、電球・電子用タングステン、

モリブデン製品、永久磁石、電気接点、リードフレーム等 

品目コード 品目名 品目例示 

２９１ 有線電気通信機器 

一般電話機、留守番電話機、コードレスホン、その他の電話機、ボタン

電話装置、電話附属装置、ターミナルアダプタ、インターホン、ファク

シミリ、電子交換機（局用、構内用）、その他の交換機・附属装置、デ

ジタル伝送装置、アナログ伝送装置、ＣＡＴＶ搬送装置、光電送装置、

ケーブル搬送装置、電力線搬送装置、音声周波伝送装置、無線用端局装

置・同中継装置、広帯域端局装置・同中継装置、搬送装置用附属装置、

符号伝送装置、変復調装置（モデム）等 

２９２ 携帯電話機 携帯電話、ＰＨＳ 

２９３ 

無線電気通信機器

（携帯電話機を除

く。） 

カーナビゲーションシステム、ラジオ放送装置、テレビジョン放送装

置、固定局通信装置（単一通信装置、多重通信装置等）、移動局通信装

置（携帯電話を除く）、携帯用通信装置（携帯電話を除く）（トランシー

バ、ポケットベル、自動車電話、ＭＣＡ無線等）、海上移動通信装置、

航空移動通信装置、その他の無線通信装置、無線応用装置（レーダ装

置、無線位置測定装置、テレメータテレコントロール等） 

２９４ 
ラジオ・テレビ受

信機 

液晶テレビジョン、プラズマテレビ、その他のテレビ（液晶式を除く）、

ラジオ受信機（一般ラジオ、カーラジオ等） 

２９５ 
その他の電気通信

機器 

交通信号保安装置（電気信号機、機械信号機、電気転てつ器、機械転て

つ器、電気連動機、分岐器、踏切しゃ断機、自動列車停止・制御装置等）、

交通信号保安装置の部分品・取付具・附属品、火災報知設備、その他の

通信関連機械器具（防犯警報装置、発光信号装置、通報信号装置、モー

タサイレン、ガス警報器等） 

２９６ 
ビデオ機器・デジ

タルカメラ 

ビデオカメラ(放送用を除く)(ビデオ一体形カメラ、単体カメラ)、デジ

タルカメラ、電子スチルカメラ等、ＢＤ含む）、レーザーディスク機器

（ＬＤプレーヤ、ＬＤカラオケ）、ビデオテープレコーダ（セット、キ

ット）、ビデオ機器の部分品・取付具・附属品 
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［輸送機械］ 

 
  

品目コード 品目名 品目例示 

２９７ 電気音響機器 

ポーダブル型オーディオ(ＣＤ・ＭＤ・ＤＡＴ・シリコンメモリ型プレ

ーヤ・レコーダ等）、ステレオセット、ラジカセ、他の据え置き型のオ

ーディオ機器(テープデッキ、ハイファイ用増幅器（アンプ）、ＣＤ・Ｍ

Ｄ・ＤＡＴプレーヤ・レコーダ等)、カーステレオ、カー用のＣＤ・Ｍ

Ｄプレーヤ、拡声装置、ジュークボックス、補聴器、スピーカー、マイ

クロホン、イヤホン、ピックアップ、電気音響器具の部分品・取付具・

附属品 

２９８ 
パーソナルコンピ

ュータ 

ノート型パーソナルコンピュータ、デスクトップ型パーソナルコンピ

ュータ（サーバー用含む）、タブレット型パーソナルコンピュータ、ブ

レードサーバ（IA 搭載機のみ）、パーソナルコンピュータの部分品・取

付具・附属品 

２９９ 

電子計算機本体

（パソコンを除

く。） 

はん（汎）用コンピュータ（メンインフレーム）、ミッドシップコンピ

ュータ（オフィスコンピュータ、ワークステーション、ミニコンピュー

タ、ブレードサーバ（IA搭載機除く））電子計算機本体の部分品・取付

具・附属品 

３００ 
電子計算機附属装

置 

磁気ディスク装置、光ディスク装置、磁気テープ装置、フレキシブルデ

ィスク装置等、印刷装置、表示装置、はん（汎）用端末装置、金融用端

末装置、ハンディターミナル、その他の専用端末装置、その他の電子計

算機附属装置（応用装置、補助装置等）、電子計算機附属装置の部分品・

取付具・附属品 

品目コード 品目名 品目例示 

３０１ 乗用車 

軽乗用車（ハイブリッド、電気自動車除く）、小型乗用車（ハイブリッ

ド、電気自動車除く）、普通乗用車（ハイブリッド、電気自動車除く）、

ハイブリッド車、電気自動車 

３０２ 
トラック・バス・そ

の他の自動車 

小型バス（シャシーを含む）、大型バス（シャシーを含む）、軽トラック

（シャシーを含む）、小型ガソリントラック（シャシーを含む）、小型デ

ィーゼルトラック（シャシーを含む）、普通ガソリントラック（シャシ

ーを含む）、普通ディーゼルトラック（シャシーを含む）、けん引車（シ

ャシーを含む）、特殊自動車（シャシーを含む、雪上車等）、トレーラ、

小型トラック荷台、普通トラック荷台、特別用途車ボデー（ダンプカ

ー、消防車、ガソリンタンク車、冷蔵・冷凍車、箱型運搬車、救急車、

緊急車、放送宣伝車、散水車、工作車、架線修理車、霊柩車、護送車、

貸客兼用車ボデー、その他） 

３０３ 二輪自動車 
二輪自動車（１２５ml 以下）（モータースクータを含む）、二輪自動車

（１２５ml を超えるもの）（モータースクータを含む） 
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品目コード 品目名 品目例示 

３０４ 自動車用内燃機関 

自動車用ガソリン機関(二輪自動車用を除く)、自動車用ディーゼル機

関、二輪自動車用・モータスクータ用内燃機関、気化器・燃料噴射装置、

ラジエータ（放熱器）、ピストン、空気清浄装置（エアクリーナ）、吸気

弁、排気弁、燃料ポンプ等、二輪自動車用内燃機関の部品 

３０５ 自動車部品 

ディファレンシャルギヤ（自動車用）、トランスミッション、クラッチ

装置、自動変速装置、ユニバーサルジョイント、プロペラシャフト、車

輪、ハンドル、ステアリング装置、タイロッド・タイロッドエンド、そ

の他の駆動・伝導・操縦装置部品、ブレーキ、ショックアブソーバ、ブ

レーキ倍力装置、ブレーキシリンダ、ブレーキパイプ、ブレーキシュ

ー、燃料タンク、排気管、消音器、窓わく、ドアヒンジ、ドアハンドル・

ロック、窓枠、排気管、消音器、ワイパー、カーエアコン、カークーラ、

シート、乗用車ＫＤセット（軽乗用車、小型乗用車、普通乗用車）、バ

スＫＤセット（小型バス、大型バス）、トラック・特殊自動車ＫＤセッ

ト（軽トラック、小型トラック（ガソリン車）、小型トラック（ディー

ゼル車）、普通トラック（ガソリン車）、普通トラック（ディーゼル車）、

けん引車、特殊自動車、トレーラ）、二輪自動車ＫＤセット 

３０６ 鋼船 

鋼製客船、鋼製貨客船、鋼製貨物船、鋼製油そう船、鋼製漁船、特殊用

途鋼製船舶（気象観測船、練習船、鉄道連絡船、監視船、救難船、消防

船、ケーブル船、給水船、工作船、測量船等）、軍艦、鋼製船舶の船体、

船体ブロック 

３０７ その他の船舶 
木造船舶、木製舟艇、プラスチック製舟艇、金属製舟艇（２０総トン数

未満）（鋼船を除く） 

３０８ 舶用内燃機関 

舶用ディーゼル機関、舶用焼玉機関、舶用蒸気機関、舶用電気点火機

関、舶用ガスタービン、舶用蒸気タービン等、その他の舶用機関の部分

品・取付具・附属品 

３０９ 鉄道車両 

機関車（電気機関車、内燃機関車、蒸気機関車、蓄電池機関車等）、鉄

道用電車（動力付）、内燃動車（ガソリンカー、ディーゼルカー等）、鉄

道用被けん引客車、電車、鉄道用貨車（有がい車、無がい車、炭水車、

タンク車、ホッパー車等）、その他の鉄道車両（排雪車、ケーブルカー、

特殊車両）、鉄道車両の部分品・取付具・附属品 

３１０ 航空機 

ターボジェット機、ターボプロップ機、ヘリコプタ、その他の航空機、

飛行船、気球等、機体部品・附属装置（タンク、風防、主翼、尾翼、胴

体等）、発動機（ターボジェット、ターボシャフト、その他の発動機）、

発動機の部品、プロペラ、回転翼、補機、操縦訓練用設備、保命装置、

航空機用装備品、その他の航空機部分品・補助装置 

３１１ 自転車 

軽快車、ミニサイクル、マウンテンバイク、電動アシスト車、子供車、

特殊車、車いす、自転車用フレーム（完成品に限る）、リム、スポーク、

ハンドル、ギヤ、クランク、フリーホイール、ハブ、ブレーキ、サドル、

スタンド、ベル、荷台、どろよけ、ペダル、空気入ポンプ、バルブ等 
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［その他の製造品］ 

  

品目コード 品目名 品目例示 

３１２ 産業用運搬車両 

フォークリフトトラック（蓄電池式、内燃機関式）、産業用機関車・貨

車、構内運搬車（蓄電池運搬車、内燃機関運搬車、パレットトラック）、

産業用トレーラ、構内作業車、その他の産業用運搬車両）、産業用運搬

車両の部分品・取付具・附属品 

３１３ 
他に分類されない

輸送機械 

飛しょう体、同部分品・附属品（ロケット、人工衛星、宇宙船、気象観

測バルン等）、他に分類されない輸送用機械器具（荷車、リヤカー、手

押車、ショッピングカー、そり、ゴルフカー等）、その他の輸送機械の

部分品・取付具・附属品 

品目コード 品目名 品目例示 

３１４ がん具 

家庭用テレビゲーム、ゲームウォッチ、ゲーム電卓、ラジコンカー、電

子楽器がん具、かるた、すごろく、トランプ、花札、囲碁、将棋、チェ

ス、麻雀ぱい、ゲーム盤等、金属製がん具（刀（がん具）、ミニチュア

カー、メリーゴーランド、トランシーバ（がん具）等）、プラスチック

モデルキット、空気入りビニルがん具、その他のプラスチック製がん具

（プラスチック製積木、自動車、ビニル製たこ、飛行機等）、その他の

娯楽用具・がん具（陶磁器製がん具、クリスマス用品、仮装用品、鯉の

ぼり、紙製がん具、紙たこ、風船、折紙、塗り絵、クラッカー等）、娯

楽用具・がん具の部分品・附属品（テレビゲーム用コントローラ等）、

児童乗物（歩行補助機、乳母車、三輪車、自動車、スクータ、自転車（車

輪の径の呼び２１インチ未満のもの）等）、日本人形、節句人形、ひな

人形、西洋人形、縫いぐるみ（人形）、その他の人形、人形の部分品・

附属品 

３１５ 運動用品 

釣道具及び同附属品（釣ざお、釣糸、釣針、うき、びく、リール（電動

リールを含む）等）、野球・ソフトボール用具（野球ボール、ソフトボ

ール、グローブ、ミット、バット、ベース、防具類等）、バスケットボ

ール・バレーボール・ラグビー・サッカー等用具（ボール、チューブ、

防具類等）、テニス・ピンポン・バドミントン用具（テニスボール、ラ

ケット、ピンポン台、シャトルコック等）、ゴルフ・ホッケー用具（ゴ

ルフボール、クラブ、ティー、スティック、防具類等）、スキー・水上

スキー・スケート用具（スキー、ストック、ローラースケート、スケー

トボード、締め具等）、トラック・フィールド用具、体操用具（円盤、

砲丸、やり、ハンマー、ポール、バー、ハードル、バトン、とび箱、踏

切板、平行棒、平均台、鉄棒、つり環、あん馬等）、その他のスポーツ

用具、体育用具（玉突台、ぶらんこ、すべり台、シーソー、空気銃、猟

銃、剣道用具、ボクシング用具、フェンシング用具、ボーリング用具、

ゴーカート、ハングライダー、サンドバギー車等）、運動競技用具用の

部分品・附属品 
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品目コード 品目名 品目例示 

３１６ 身辺細貨品 

貴金属製品（宝石等を含む）（首飾り、腕輪、指輪、イヤリング、ブロ

ーチ、カフスボタン、タイピン、ナイフ、フォーク、スプーン、宗教用

品、賞杯、宝石箱等）、すず・アンチモン製品（化粧用品、机上用品、

賞杯等）、天然・養殖真珠身辺細貨品（首飾り、腕輪、指輪、イヤリン

グ、ブローチ、カフスボタン、タイピン等）、貴金属製品の部分品・附

属品、宝石附属品・同材料・加工品・細工品（座金、針金、宝石の切断・

研磨取付け・真珠のせん孔等輸出用加工真珠（ばらのもの））、身辺細貨

品（首飾り、腕輪、指輪、イヤリング、ブローチ、ロケット、カフスボ

タン、コンパクト、バッジ、バックル、メダル、くし、時計バンド（な

めし革製を除く）、手鏡（枠付きのもの等））、人造真珠身辺細貨品（首

飾り、腕輪、指輪、イヤリング、ブローチ、カフスボタン、タイピン等）、

装飾品・置物類（食卓用品、化粧用品、賞杯、象眼品、インキスタンド

等）、かつら、かもじ（人形の髪を含む）、ヘアピース、宝石箱、小物箱

等、装身具・装飾品の部分品・附属品（貴金属・宝石製を除く）、造花・

装飾用羽毛（造花、羽根、羽毛、羽毛製品等）、縫針、ミシン針、スラ

イドファスナー、スナップ、ホック、その他の針・同関連品（ヘアピン、

虫ピン、編針、クリップ、止め金、画びょう等）、ボタン（ボタン型を

含む）（プラスチック製、貝製、金属製等） 

３１７ 時計 

ウオッチ（ムーブメントを含む）、ぜんまい時計、電池時計（ムーブメ

ントを含む）、クロック（電池式及び交流式、ムーブメントを含む）（機

械時計、置・目覚・掛時計（旅行時計を含む）、計器板時計（自動車・

航空機用））、その他の時計（ストップウオッチ、タイマー時計、メトロ

ノーム等）、時計部分品、時計側 

３１８ 楽器 

グランドピアノ、エレクトーン、電子ピアノ、電子キーボード、キーボ

ードシンセサイザ、電気ギター、オルガン、ハーモニカ、アコーディオ

ン、三味線、琴、尺八、ギター、管楽器、弦楽器、打楽器、その他の洋

楽器・和楽器、楽器の部分品・取付具・附属品 

３１９ 筆記具・文具 

ボールペン、マーキングペン、ボールペン・マーキングペンの部分品、

万年筆、シャープペンシル、万年筆・シャープペンシルの部分品・ペン

先・ペン軸、黒芯・色芯鉛筆、鉛筆芯（黒芯、色芯、シャープペンシル

の芯を含む）、鉛筆軸、毛筆、水彩絵具、油絵具、クレヨン、パステル、

ポスターカラー、パレット、カンバス、画板、画布、その他の絵画用品、

計算用事務用具（そろばん、計算尺等）、図案・製図用具（定規、コン

パス等）、事務用・工業用のり、印章、印肉、スタンプ、スタンプ台、

ゴム印、ナンバリング、ステープラ（ホッチキス）、筆箱、穴あけ器、

鉛筆削器等、その他の事務用品の部分品・附属品 

３２０ 畳・わら加工品 畳・畳床、畳表、ござ、花むしろ、かます、わら、縄、俵 
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品目コード 品目名 品目例示 

３２１ 情報記録物 

オーディオディスクレコード・テープレコード、ビデオディスクレコー

ド・テープレコード、ゲームカセット、ゲーム記録物（ゲームカセット

を除く）、プリペイドカード（テレホンカード等）、コンピュータソフト

（ＦＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等）、辞書フロッピーディスク、

電子手帳用情報カード等 

３２２ 
その他の製造工業

製品 

眼鏡（老眼鏡、サングラス等）、眼鏡レンズ（コンタクトレンズを含む）、

眼鏡わく等、ブラシ（歯ブラシ、化粧ブラシ、靴ブラシ、ワイヤーブラ

シ、たわし、はけ、ペンキ用ローラ等）、清掃用品（竹ぼうき、くまで、

はたき、針金ぼうき、草ぼうき、ささら、モップ等）、ユニット住宅、

ルームユニット（バスユニット、トイレユニット等）、看板・標識・展

示装置（道路標識、広告塔、電光表示器、ネオンサイン等）、工業用模

型（鋳造模型、デザインモデル、試作品モデル等）、人体安全保護具・

救命器具（呼吸保護具、眼面保護具、安全衣・帯、救命胴衣、救命浮環、

救命いかだ、救命用ゴム浮舟、消防用救命器具、保安帽等）、モデル・

模型（マネキン人形、人台、地球儀、果物模型、食品模型、人体模型、

木・金属・プラスチック製パレット、繊維壁材、線香類、ランプかさ、

葬儀用品、パールエッセンス、くつ中敷き、つえ、懐炉灰、貝細工、リ

ノリウム、靴ふきマット等、煙火（がん具を含む）（信号用・がん具用・

鑑賞煙火、せん光弾等）、洋傘・和傘（男子用、婦人用、子供用）、パラ

ソル、洋傘・和傘の部分品、漆器製家具、漆器製台所・食卓用品、その

他の漆器製品、魔法瓶（ジャー、ケースを含む）、うちわ・扇子・ちょ

うちん、マッチ（マッチ、マッチ軸木、マッチ箱）、喫煙用具（ライタ

ー（卓上用を含む）、カートリッジ式フィルター、喫煙パイプ、きせる

等） 
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販売先業種コード一覧表 

［農林水産業］ 
業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５０１ 耕種農業 

米、稲わら、小麦（国産）、小麦（輸入）、大麦（国産）、大麦（輸入）、

かんしょ、ばれいしょ、大豆（国産）、大豆（輸入）、その他の豆類、野

菜、かんきつ、りんご、その他の果実、砂糖原料作物、コーヒー豆・カ

カオ豆（輸入）、その他の飲料用作物、雑穀、油糧作物、その他の食用

耕種作物、飼料作物、種苗、花き・花木類、葉たばこ、生ゴム（輸入）、

綿花（輸入）、その他の非食用耕種作物 

５０２ 畜産 
生乳、その他の酪農生産物、鶏卵、肉鶏、豚、肉用牛、羊毛、その他の

畜産 

５０３ 農業サービス 獣医業、農業サービス（獣医業を除く） 

５０４ 林業 育林、素材（国産）、素材（輸入）、特用林産物（狩猟業を含む） 

５０５ 漁業 海面漁業（国産）、海面漁業（輸入）、海面養殖業、内水面漁業・養殖業 

 
［鉱業］ 
業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５０６ 金属鉱物 鉄鉱石、非鉄金属鉱物 

５０７ 
石炭・原油・天然ガ

ス 
石炭、原油、天然ガス 

５０８ 非金属鉱物 
石灰石、窯業原料鉱物（石灰石を除く）、砂利・採石、砕石、その他の

鉱物 

 
［製造業］ 
業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５０９ 食料品 

牛肉、豚肉、鶏肉、その他の肉、と畜副産物（肉鶏処理副産物を含む）、

肉加工品、畜産びん・かん詰、飲用牛乳、乳製品、冷凍魚介類、塩・干・

くん製品、水産びん・かん詰、ねり製品、その他の水産食品、精米、そ

の他の精穀、小麦粉、その他の製粉、めん類、パン類、菓子類、農産び

ん・かん詰、農産保存食料品（びん・かん詰を除く）、精製糖、その他

の砂糖・副産物、でん粉、ぶどう糖・水あめ・異性化糖、植物油脂、加

工油脂、植物原油かす、動物油脂 等 

５１０ 飲料 
清酒、ビール類、ウイスキー類、その他の酒類、茶・コーヒー、清涼飲

料、製氷 

５１１ 飼料・有機質肥料 飼料、有機質肥料 

５１２ たばこ たばこ 

５１３ 繊維工業製品 

紡績糸、綿・スフ織物（合繊短繊維織物を含む）、絹・人絹織物（合繊

長繊維織物を含む）、その他の織物、ニット生地、染色整理、綱・網、

じゅうたん・床敷物、繊維製衛生材料、その他の繊維工業製品 
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業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５１４ 
衣服・その他の繊維

既製品 

織物製衣服、ニット製衣服、その他の衣服・身の回り品、寝具、その他

の繊維既製品 

５１５ 木材・木製品 製材、合板・集成材、木材チップ、建設用木製品、その他の木製品 

５１６ 家具・装備品 木製家具、木製建具、金属製家具、その他の家具・装備品 

５１７ 
パルプ・紙・板紙・

加工紙 
パルプ、洋紙・和紙、板紙、段ボール、塗工紙・建設用加工紙 

５１８ 紙加工品 
段ボール箱、その他の紙製容器、紙製衛生材料・用品、その他のパルプ・

紙・紙加工品 

５１９ 印刷・製版・製本 印刷・製版・製本 

５２０ 化学肥料 化学肥料 

５２１ 無機化学工業製品 

ソーダ灰、か性ソーダ、液体塩素、その他のソーダ工業製品、酸化チタ

ン、カーボンブラック、その他の無機顔料、圧縮ガス・液化ガス、原塩、

塩、その他の無機化学工業製品 

５２２ 石油化学基礎製品 
エチレン、プロピレン、その他の石油化学基礎製品、純ベンゼン、純ト

ルエン、キシレン、その他の石油化学系芳香族製品 

５２３ 

有機化学工業製品

（石油化学基礎製

品を除く） 

合成アルコール類、酢酸、二塩化エチレン、アクリロニトリル、エチレ

ングリコール、酢酸ビニルモノマー、その他の脂肪族中間物、スチレン

モノマー、合成石炭酸、テレフタル酸（高純度）、カプロラクタム、そ

の他の環式中間物、合成ゴム、メタン誘導品、油脂加工製品、可塑剤、

合成染料・有機顔料、その他の有機化学工業製品 

５２４ 合成樹脂 

熱硬化性樹脂、ポリエチレン（低密度）、ポリエチレン（高密度）、ポリ

スチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、高機能性樹脂、その他の

合成樹脂 

５２５ 化学繊維 レーヨン・アセテート、合成繊維 

５２６ 医薬品 医薬品 

５２７ 
化学最終製品（医薬

品を除く） 

石けん・合成洗剤、界面活性剤、化粧品・歯磨、塗料、印刷インキ、写

真感光材料、農薬、ゼラチン・接着剤、触媒、その他の化学最終製品 

５２８ 石油製品 
ガソリン、ジェット燃料油、灯油、軽油、Ａ重油、Ｂ重油・Ｃ重油、ナ

フサ、液化石油ガス、その他の石油製品 

５２９ 石炭製品 コークス、その他の石炭製品、舗装材料 

５３０ プラスチック製品 

プラスチックフィルム・シート、プラスチック板・管・棒、プラスチッ

ク発泡製品、工業用プラスチック製品、強化プラスチック製品、プラス

チック製容器、プラスチック製日用雑貨・食卓用品、その他のプラスチ

ック製品 

５３１ ゴム製品 
タイヤ・チューブ、ゴム製履物、プラスチック製履物、その他のゴム製

品 

５３２ 
なめし革・毛皮・同

製品 
革製履物、製革・毛皮、かばん・袋物・その他の革製品 
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業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５３３ ガラス・ガラス製品 
板ガラス、安全ガラス・複層ガラス、ガラス繊維・同製品、ガラス製加

工素材、その他のガラス製品 

５３４ 
セメント・セメント

製品 
セメント、生コンクリート、セメント製品 

５３５ 陶磁器 建設用陶磁器、工業用陶磁器、日用陶磁器 

５３６ 
その他の窯業・土石

製品 

耐火物、その他の建設用土石製品、炭素・黒鉛製品、研磨材、その他の

窯業・土石製品 

５３７ 銑鉄・粗鋼 銑鉄、フェロアロイ、粗鋼（転炉）、粗鋼（電気炉） 

５３８ 鋼材 

普通鋼形鋼、普通鋼鋼板、普通鋼鋼帯、普通鋼小棒、その他の普通鋼熱

間圧延鋼材、特殊鋼熱間圧延鋼材、普通鋼鋼管、特殊鋼鋼管、普通鋼冷

間仕上鋼材、特殊鋼冷間仕上鋼材、めっき鋼材 

５３９ 鋳鍛造品 鍛鋼、鋳鋼、鋳鉄管、鋳鉄品、鍛工品（鉄） 

５４０ その他の鉄鋼製品 鉄鋼シャースリット業、その他の鉄鋼製品 

５４１ 非鉄金属製錬・精製 
銅、鉛・亜鉛（再生を含む）、アルミニウム（再生を含む）、その他の非

鉄金属地金 

５４２ 非鉄金属加工製品 
電線・ケーブル、光ファイバケーブル、伸銅品、アルミ圧延製品、非鉄

金属素形材、核燃料、その他の非鉄金属製品 

５４３ 
建設・建築用金属製

品 
建設用金属製品、建築用金属製品 

５４４ その他の金属製品 

ガス・石油機器・暖厨房機器、ボルト・ナット・リベット・スプリング、

金属製容器・製缶板金製品、配管工事附属品、粉末や金製品、刃物・道

具類、金属プレス製品、金属線製品、その他の金属製品 

５４５ はん用機械 
ボイラ、タービン、原動機、運搬機械、冷凍機・温湿調整装置、ポンプ・

圧縮機、ベアリング、動力伝導装置、その他のはん用機械 

５４６ 生産用機械 

建設・鉱山機械、化学機械、産業用ロボット、金属工作機械、金属加工

機械、農業用機械、繊維機械、食品機械・同装置、機械工具、半導体製

造装置、真空装置・真空機器、木材加工機械、パルプ装置・製紙機械、

印刷・製本・紙工機械、鋳造装置、プラスチック加工機械、金型、その

他の生産用機械 

５４７ 業務用機械 

複写機、その他の事務用機械、自動販売機、娯楽用機器、その他のサー

ビス用機器、カメラ、その他の光学機械、時計、理化学機械器具、分析

器・試験機・計量器・測定器、医療用機械器具 

５４８ 電子デバイス 半導体素子、 集積回路、電子管、液晶パネル 

５４９ その他の電子部品 ＬＥＤランプ、磁気テープ・磁気ディスク、その他の電子部品 

５５０ 産業用電気機器 
発電機器、電動機、変圧器・変成器、開閉制御装置・配電盤、配線器具、

内燃機関電装品、その他の産業用電気機器 

５５１ 民生用電気機器 民生用エアコンディショナ、民生用電気機器（エアコンを除く） 

５５２ 
電子応用装置・電気

計測器 
電子応用装置、電気計測器 
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業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５５３ その他の電気機械 電球類、電気照明器具、電池、その他の電気機械器具 

５５４ 
通信機械・同関連機

器 

ビデオ機器・デジタルカメラ、電気音響機器、ラジオ・テレビ受信機、

有線電気通信機器、携帯電話機、無線電気通信機器（携帯電話機を除

く）、その他の電気通信機器 

５５５ 
電子計算機・同附属

装置 

パーソナルコンピュータ、電子計算機本体（パソコンを除く）、電子計

算機附属装置 

５５６ 乗用車 乗用車 

５５７ その他の自動車 トラック・バス・その他の自動車、二輪自動車 

５５８ 
自動車部品・同附属

品 
自動車車体、自動車用内燃機関、自動車部品 

５５９ 船舶・同修理 鋼船、その他の船舶、舶用内燃機関、船舶修理 

５６０ 
その他の輸送機械・

同修理 

鉄道車両、鉄道車両修理、航空機、航空機修理、自転車、産業用運搬車

両、その他の輸送機械 

５６１ 
その他の製造工業

製品 

がん具、運動用品、楽器、情報記録物、筆記具・文具、身辺細貨品、畳・

わら加工品、武器、その他の製造工業製品 

 
［建設業］ 
業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５６２ 建築 
住宅建築（木造）、住宅建築（非木造）、非住宅建築（木造）、非住宅建

築（非木造） 

５６３ 建設補修 建設補修 

５６４ 公共事業 
道路関係公共事業、河川・下水道・その他の公共事業、農林関係公共事

業 

５６５ その他の土木建設 鉄道軌道建設、電力施設建設、電気通信施設建設、その他の土木建設 

 
［電力・ガス・水道業］ 
業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５６６ 電力 事業用電力、自家発電 

５６７ ガス・熱供給 都市ガス、熱供給業 

５６８ 水道 上水道・簡易水道、工業用水、下水道 

５６９ 廃棄物処理 廃棄物処理（公営）、廃棄物処理（産業） 

 
［商業・金融・保険・不動産業］ 
業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５７０ 商業 卸売、小売 

５７１ 金融・保険 
公的金融（ＦＩＳＩＭ）、民間金融（ＦＩＳＩＭ）、公的金融（手数料）、

民間金融（手数料）、生命保険、損害保険 

５７２ 
不動産仲介及び賃

貸 
不動産仲介・管理業、不動産賃貸業 
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業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５７３ 住宅賃貸料 住宅賃貸料 

 

［運輸業］ 

業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５７４ 鉄道輸送 鉄道旅客輸送、鉄道貨物輸送 

５７５ 
道路輸送（自家輸送

を除く） 
バス、ハイヤー・タクシー、道路貨物輸送（自家輸送を除く） 

５７６ 水運 外洋輸送、沿海・内水面旅客輸送、沿海・内水面貨物輸送、港湾運送 

５７７ 航空輸送 国際航空輸送、国内航空旅客輸送、国内航空貨物輸送、航空機使用事業 

５７８ 貨物利用運送 利用運送業、集配利用運送業 

５７９ 倉庫 倉庫 

５８０ 運輸附帯サービス 

こん包、道路輸送施設提供、水運施設管理、水運附帯サービス、航空施

設管理（国公営）、航空施設管理（産業）、航空附帯サービス、旅行・そ

の他の運輸附帯サービス 

 

［情報通信業］ 

業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５８１ 通信 
郵便・信書便、固定電気通信、移動電気通信、その他の電気通信、その

他の通信サービス 

５８２ 放送 公共放送、民間放送、有線放送 

５８３ 情報サービス ソフトウェア業、情報処理・提供サービス 

５８４ 
インターネット附

随サービス 
インターネット附随サービス 

５８５ 
映像・音声・文字情

報制作 
映像・音声・文字情報制作、新聞、出版、ニュース供給・興信所 

 

［公務・教育研究業］ 

業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５８６ 公務 公務（中央）、公務（地方） 

５８７ 教育 

学校教育（国公立）、学校教育（私立）、社会教育（国公立）、社会教育

（非営利）、その他の教育訓練機関（国公立）、その他の教育訓練機関

（産業） 

５８８ 研究 

自然科学研究機関（国公立）、人文科学研究機関（国公立）、自然科学研

究機関（非営利）、人文科学研究機関（非営利）、自然科学研究機関（産

業）、人文科学研究機関（産業） 
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［サービス業］ 

業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

５８９ 医療・保健衛生 
医療（入院診療）、医療（入院外診療）、医療（歯科診療）、医療（調剤）、

医療（その他の医療サービス）、保健衛生（国公立）、保健衛生（産業） 

５９０ 社会保険・社会福祉 
社会保険事業、社会福祉（国公立）、社会福祉（非営利）、社会福祉（産

業） 

５９１ 介護 介護（施設サービス）、介護（施設サービスを除く） 

５９２ 
その他の非営利団

体サービス 

対企業民間非営利団体、対家計民間非営利団体（「５８７：教育」「５８

８：研究」「５９０：社会保険・社会福祉」に含まれる非営利団体を除

く） 

５９３ 物品賃貸サービス 

産業用機械器具（建設機械器具を除く）賃貸業、建設機械器具賃貸業、

電子計算機・同関連機器賃貸業、事務用機械器具（電算機等を除く）賃

貸業、スポーツ・娯楽用品・その他の物品賃貸業、貸自動車業 

５９４ 広告 テレビ・ラジオ広告、新聞・雑誌・その他の広告 

５９５ 
自動車整備・機械修

理 
自動車整備、機械修理 

５９６ 
その他の対事業所

サービス 

建物サービス、法務・財務・会計サービス、土木建築サービス、労働者

派遣サービス、警備業、その他の対事業所サービス 

５９７ 宿泊業 宿泊業 

５９８ 飲食サービス 一般飲食店（喫茶店を除く）、喫茶店、遊興飲食店 

５９９ 
洗濯・理容・美容・

浴場業 
洗濯業、理容業、美容業、浴場業、その他の洗濯・理容・美容・浴場業 

６００ 娯楽サービス 
映画館、興行場（映画館を除く）・興行団、遊戯場、競輪・競馬等の競

走場・競技団、スポーツ施設提供業・公園・遊園地、その他の娯楽 

６０１ 
その他の対個人サ

ービス 

写真業、冠婚葬祭業、各種修理業（「５５９：船舶・同修理」「５６０：

その他の輸送機械・同修理」「５９５：自動車整備・機械修理」に含ま

れる修理業を除く）、個人教授業、その他の対個人サービス 

 

［その他］ 

業種コード 販売先業種名 業種、取扱品目例示 

６０２ 家計へ 家計への販売 

 


