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品目番号
HS

品　 　 　 　 　名
Description

当　月
Current Month

累　計
Cumulative Year to Date

15,273,596 129,080,139第 1 部　動物 （生きているものに限る。） 及び動物性生産品　Section I
Live animals; animal products

130,551 2,435,280第 1 類　動物 （生きているものに限る。）　Chapter 1 Live animals

50,000 1,691,54401.01 馬、 ろ馬、 ら馬及びヒニー （生きているものに限る。）　Live horses, asses, mules and hinnies

- -01.02 牛 （生きているものに限る。）　Live bovine animals

- -01.03 豚 （生きているものに限る。）　Live swine

- -01.04 羊及びやぎ （生きているものに限る。）　Live sheep and goats

- -01.05 家きん （鶏 （ガルルス ・ ドメスティクス）、 あひる、 がちょう、 七面鳥及びほろほろ鳥で、 生き
ているものに限る。）　Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domestics, ducks,
geese, turkeys and guinea fowls

80,551 743,73601.06 その他の動物 （生きているものに限る。）　Other live animals:

620,020 5,076,641第 2 類　肉及び食用のくず肉　Chapter 2 Meat and edible meat offal

216,499 1,354,18802.01 牛の肉 （生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）　Meat of bovine animals, fresh or chilled

340,007 2,043,29402.02 牛の肉 （冷凍したものに限る。）　Meat of bovine animals, frozen

39,845 193,52602.03 豚の肉 （生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。）　Meat of swine, fresh, chilled or
frozen

- -02.04 羊又はやぎの肉 （生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。）　Meat of sheep or goats,
fresh, chilled or frozen

- -02.05 馬、 ろ馬、 ら馬又はヒニーの肉 （生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。）　Meat of
horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

8,704 91,14102.06 食用のくず肉 （牛、 豚、 羊、 やぎ、 馬、 ろ馬、 ら馬又はヒニーのもので、 生鮮のもの及び
冷蔵し又は冷凍したものに限る。）　Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats,
horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

14,965 1,389,73502.07 肉及び食用のくず肉で、 第 01.05 項の家きんのもの （生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したも
のに限る。）　Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen

- -02.08 その他の肉及び食用のくず肉（生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。）　Other meat
and edible meat offal, fresh, chilled or frozen

- -02.09 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪 （溶出その他の方法で抽出してないもので、 生鮮
のもの及び冷蔵し、 冷凍し、 塩蔵し、 塩水漬けし、 乾燥し又はくん製したものに限る。）
Pig fat free of lean meat, and poultry fat not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled,
frozen, salted, in brine, dried or smoked

- 4,75702.10 肉及び食用のくず肉 （塩蔵し、 塩水漬けし、 乾燥し又はくん製したものに限る。） 並びに肉
又はくず肉の食用の粉及びミール　Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or
smoked; edible flours and meals of meat or meat offal

13,149,203 112,541,945第 3 類　魚並びに甲殻類、 軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物　Chapter 3 Fish and
crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

683,006 6,078,35803.01 魚 （生きているものに限る。）　Live fish

1,102,778 9,596,96903.02 魚 （生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、 第 03.04 項の魚のフィレその他の魚肉を除
く。）　Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04

7,609,610 53,566,06603.03 魚（冷凍したものに限るものとし、第 03.04 項の魚のフィレその他の魚肉を除く。）　Fish, frozen,
excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04

874,110 11,146,43503.04 魚のフィレその他の魚肉 （生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、 細かく切
り刻んであるかないかを問わない。）　Fish fillets and other fish meat (whether or not minced),
fresh, chilled or frozen

129,839 1,404,30303.05 魚 （乾燥し、 塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。）、 くん製した魚 （くん製する前に又はくん
製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。） 並びに魚の粉、 ミール及びペ
レット（食用に適するものに限る。）　Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not
cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human
consumption

247,227 2,185,01503.06 甲殻類 （生きているもの、 生鮮のもの及び冷蔵し、 冷凍し、 乾燥し、 塩蔵し又は塩水漬けし
たものに限るものとし、 殻を除いてあるかないかを問わない。）、 蒸気又は水煮による調理を
した殻付きの甲殻類 （冷蔵し、 冷凍し、 乾燥し、 塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかな
いかを問わない。） 並びに甲殻類の粉、 ミール及びペレット （食用に適するものに限る。）
Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine;
crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen,
dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption

2,502,633 28,564,79903.07 軟体動物 （生きているもの、 生鮮のもの及び冷蔵し、 冷凍し、 乾燥し、 塩蔵し又は塩水漬
けしたものに限るものとし、 殻を除いてあるかないかを問わない。） 、 水棲無脊椎動物 （生
きているもの、 生鮮のもの及び冷蔵し、 冷凍し、 乾燥し、 塩蔵し又は塩水漬けしたものに
限るものとし、 甲殻類及び軟体動物を除く。） 並びに水棲無脊椎動物 （甲殻類を除く。） の
粉、 ミール及びペレット （食用に適するものに限る。）　Molluscs, whether in shell or not, live,
fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; aquatic invertebrates other than crustaceans and
molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of
aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption

394,856 4,106,732第 4 類　酪農品、 鳥卵、 天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
Chapter 4 Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin,
not elsewhere specified or included

66,183 609,90604.01 ミルク及びクリーム （濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。）
Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter

297,968 2,829,27104.02 ミルク及びクリーム （濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。）
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Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter

1,865 18,18904.03 バターミルク、 凝固したミルク及びクリーム、 ヨーグルト、 ケフィアその他発酵させ又は酸性化
したミルク及びクリーム（濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香
味料、 果実、 ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。）　Buttermilk, curdled
milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or
not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or
containing added fruit, nuts or cocoa

3,569 23,40804.04 ホエイ （濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないか
を問わない。） 及びミルクの天然の組成分から成る物品 （砂糖その他の甘味料を加えてある
かないかを問わないものとし、 他の項に該当するものを除く。）　Whey, whether or not
concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of
natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter,
not elsewhere specified or included

- 2,35804.05 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド　Butter and other fats and oils
derived from milk; dairy spreads

18,513 303,06104.06 チーズ及びカード　Cheese and curd

726 243,77604.07 殼付きの鳥卵 （生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。）
Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked

3,243 47,90204.08 殻付きでない鳥卵及び卵黄 （生鮮のもの及び乾燥、 蒸気又は水煮による調理、 成型、 冷凍
その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、 砂糖その他の甘味料を加えてあるかな
いかを問わない。）　Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming
or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing
added sugar or other sweetening matter

810 13,66104.09 天然はちみつ　Natural honey

1,979 15,20004.10 食用の動物性生産品 （他の項に該当するものを除く。）　Edible products of animal origin, not
elsewhere specified or included

978,966 4,919,541第 5 類　動物性生産品 （他の類に該当するものを除く。）　Chapter 5 Products of animal
origin, not elsewhere specified or included

- 17,99905.01 人髪 （加工してないものに限るものとし、 洗つてあるかないかを問わない。） 及びそのくず
Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste or human hair

- 3,06905.02 豚毛、 いのししの毛、 あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず　Pigs', hogs'
or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or
hair

- 14,80505.04 動物 （魚を除く。） の腸、 ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片 （生鮮のもの及び冷蔵し、 冷
凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。）　Guts, bladders and stomachs
of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine,
dried or smoked

617 353,87405.05 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、 羽毛及びその部分 （加工してないもの及び単に清浄
にし、 消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、 縁を整えてあるかないかを問
わない。） 並びに鳥の綿毛 （加工してないもの及び単に清浄にし、 消毒し又は保存のため
に処理したものに限る。） 並びに羽毛又はその部分の粉及びくず　Skins and other parts of
birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed
edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation;
powder and waste of feathers or parts of feathers

- 4,55405.06 骨及びホーンコア （加工してないもの及び脱脂し、 単に整え、 酸処理し又は脱膠したものに
限るものとし、 特定の形状に切ったものを除く。） 並びにこれらの粉及びくず　Bones and
horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or
degelatinised; powder and waste of these products

- 30005.07 アイボリー、 かめの甲、 ホエールボーン、 ホエールボーンヘア、 角、 枝角、 ひづめ、 つめ
及びくちばし （加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、 特定の形状に切った
ものを除く。）並びにこれらの粉及びくず　Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair,
horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to
shape; powder and waste of these products

948,421 3,428,72405.08 さんごその他これに類する物品 （加工してないもの及び単に整えたものに限る。） 並びに軟体
動物、 甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲 （加工してないもの及び単に整えたものに
限るものとし、 特定の形状に切ったものを除く。） 並びにこれらの粉及びくず　Coral and
similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs,
crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape,
powder and waste thereof

- -05.10 アンバーグリス、 海狸香、 シベット、 じゃ香及びカンタリス、 胆汁 （乾燥してあるかないかを
問わない。） 並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品 （生鮮のもの及び冷蔵
し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。）　Ambergris,
castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal
products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise
provisionally preserved

29,928 1,096,21605.11 動物性生産品 （他の項に該当するものを除く。） 及び第 1 類又は第 3 類の動物で生きていな
いもののうち食用に適しないもの　Animal products not elsewhere specified or included; dead
animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption

5,550,630 50,802,775第 2部　植物性生産品　Section II Vegetable products
896,517 6,778,268第 6類　生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花

及び装飾用の葉　Chapter 6 Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut
flowers and ornamental foliage

24,585 96,53606.01 りん茎、 塊茎、 塊根、 球茎、 冠根及び根茎 （休眠し、 生長し又は花が付いているものに限
る。） 並びにチコリー及びその根 （第 12.12 項のものを除く。）　Bulbs, tubers, tuberous roots,
corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other
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than roots of heading 12.12

848,698 6,506,63306.02 その他の生きている植物 （根を含む。） 、 挿穂、 接ぎ穂及びきのこ菌糸　Other live plants
(including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn

15,857 135,70806.03 切花及び花芽 （生鮮のもの及び乾燥し、 染色し、 漂白し、 染み込ませ又はその他の加工を
したもので、 花束用又は装飾用に適するものに限る。）　Cut flowers and flower buds of a
kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached,
impregnated or otherwise prepared

7,377 39,39106.04 植物の葉、 枝その他の部分 （花及び花芽のいずれも有しないものに限る。）、 草、 こけ及び
地衣 （生鮮のもの及び乾燥し、 染色し、 漂白し、 染み込ませ又はその他の加工をしたもの
で、 花束用又は装飾用に適するものに限る。）　Foliage, branches and other parts of plants,
without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable
for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or
otherwise prepared

404,071 3,028,063第7類　食用の野菜、根及び塊茎　Chapter 7 Edible vegetables and certain roots and tubers

202 2,83707.01 ばれいしょ （生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）　Potatoes, fresh or chilled

- 3,40107.02 トマト （生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）　Tomatoes, fresh or chilled

1,270 3,28507.03 たまねぎ、 シャロット、 にんにく、 リーキその他のねぎ属の野菜 （生鮮のもの及び冷蔵したも
のに限る。）　Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled

3,654 25,41707.04 キャベツ、 カリフラワー、 コールラビー、 ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野
菜 （生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）　Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and
similar edible brassicas, fresh or chilled

- 9,05707.05 レタス （ラクトゥカ ・サティヴァ） 及びチコリー （キコリウム属のもの） （生鮮のもの及び冷蔵した
ものに限る。）　Lettuce (Lactuca sativa), and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled

2,034 23,91407.06 にんじん、 かぶ、 サラダ用のビート、 サルシファイ、 セルリアク、 大根その他これらに類する
食用の根 （生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）　Carrots, turnips, salad beetroot, salsify,
celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled

- -07.07 きゆうり及びガーキン （生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）　Cucumbers and gherkins, fresh
or chilled

- -07.08 豆 （生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、 さやを除いてあるかないかを問わない。）
Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

60,244 317,44307.09 その他の野菜 （生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）　Other vegetables, fresh or chilled

7,292 62,73307.10 冷凍野菜 （調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。）　Vegetables
(uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

1,626 34,39107.11 一時的な保存に適する処理をした野菜 （例えば、 亜硫酸ガス又は塩水、 亜硫酸水その他の
保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、 そのままの状態では食用に適しないも
のに限る。）　Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in
brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for
immediate consumption

50,519 380,90507.12 乾燥野菜 （全形のもの及び切り、 砕き又は粉状にしたものに限るものとし、 更に調製したもの
を除く。）　Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared

413 11,29407.13 乾燥した豆 （さやを除いたものに限るものとし、 皮を除いてあるかないか又は割ってあるかない
かを問わない。）　Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split

276,817 2,153,38607.14 カッサバ芋、 アロールート、 サレップ、 菊芋、 かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌ
リンを多量に含有する根及び塊茎 （生鮮のもの及び冷蔵し、 冷凍し又は乾燥したものに限
るものとし、 切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。） 並びにサ
ゴやしの髄　Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots
and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not
sliced or in the form of pellets; sago pith

1,651,684 9,235,579第 8 類　食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮　Chapter 8 Edible fruit
and nuts; peel of citrus fruit or melons

- -08.01 ココやしの実、 ブラジルナット及びカシューナット （生鮮のもの及び乾燥したものに限るものと
し、 殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。）　Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts,
fresh or dried, whether or not shelled or peeled

4,171 587,43008.02 その他のナット （生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、 殻又は皮を除いてあるかないか
を問わない。）　Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled

248 24808.03 バナナ （プランテインを含むものとし、 生鮮のもの及び乾燥したものに限る。）　Bananas,
including plantains, fresh or dried

- 14,76908.04 なつめやしの実、 いちじく、 パイナップル、 アボカドー、 グアバ、 マンゴー及びマンゴスチン
（生鮮のもの及び乾燥したものに限る。）　Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes
and mangosteens, fresh or dried

64,799 386,99708.05 かんきつ類の果実 （生鮮のもの及び乾燥したものに限る。）　Citrus fruit, fresh or dried

696 425,54408.06 ぶどう （生鮮のもの及び乾燥したものに限る。）　Grapes, fresh or dried

10,831 107,08608.07 パパイヤ及びメロン （すいかを含む。） （生鮮のものに限る。）　Melons (including watermelons)
and papaws (papayas), fresh

1,398,249 6,767,41408.08 りんご、 なし及びマルメロ （生鮮のものに限る。）　Apples, pears and quinces, fresh

- 453,55308.09 あんず、 さくらんぼ、 桃 （ネクタリンを含む。） 、 プラム及びスロー （生鮮のものに限る。）
Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh

129,469 350,94308.10 その他の果実 （生鮮のものに限る。）　Other fruit, fresh

964 33,65508.11 冷凍果実及び冷凍ナット （調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るも
のとし、 砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。）　Fruit and nuts, uncooked
or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or
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other sweetening matter

1,248 7,57008.12 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット （例えば、 亜硫酸ガス又は塩水、 亜硫酸
水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、 そのままの状態では食用
に適しないものに限る。）　Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur
dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that
state for immediate consumption

36,950 83,82908.13 乾燥果実 （第 08.01 項から第 08.06 項までのものを除く。） 及びこの類のナット又は乾燥果実
を混合したもの　Fruit, dried, other than that of headings 08.01 to 08.06; mixtures of nuts or
dried fruits of this Chapter

4,059 16,54108.14 かんきつ類の果皮及びメロン （すいかを含む。） の皮 （生鮮のもの及び冷凍し、 乾燥し又は
塩水、 亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限
る。）　Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or
provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions

559,119 6,152,260第 9類　コーヒー、 茶、 マテ及び香辛料　Chapter 9 Coffee, tea, mate and spices

65,479 659,15909.01 コーヒー （いってあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。）、 コーヒー豆
の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物 （コーヒーの含有量のいかんを問わ
ない。）　Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee
substitutes containing coffee in any proportion

401,053 4,403,21009.02 茶 （香味を付けてあるかないかを問わない。）　Tea; whether or not flavoured

- -09.03 マテ　Mate

18,955 204,90209.04 とうがらし属又はピメンタ属の果実 （乾燥し、 破砕し又は粉砕したものに限る。） 及びこしよう属
のペッパー　Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus
Capsicum or of the genus Pimenta

- 14,46509.05 バニラ豆　Vanilla

- -09.06 けい皮及びシンナモンツリーの花　Cinnamon and cinnamon-tree flowers

- -09.07 丁子 （果実、 花及び花梗に限る。）　Cloves (whole fruit, cloves and stems)

262 8,81409.08 肉ずく、 肉ずく花及びカルダモン類　Nutmeg, mace and cardamoms

- 2,76909.09 アニス、 大ういきょう、 ういきょう、 コリアンダー、 クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベ
リー　Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries

73,370 858,94109.10 しょうが、 サフラン、 うこん、 タイム、 月けい樹の葉、 カレーその他の香辛料　Ginger, saffron,
turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices

79,617 2,450,814第 10 類　穀物　Chapter 10 Cereals

- -10.01 小麦及びメスリン　Wheat and meslin

- -10.02 ライ麦　Rye

- 50910.03 大麦及び裸麦　Barley

- -10.04 オート　Oats

- -10.05 とうもろこし　Maize (corn)

78,214 2,444,64610.06 米　Rice

- -10.07 グレーンソルガム　Grain sorghum

1,403 5,65910.08 そば、 ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物　Buckwheat, millet and canary seed;
other cereals

681,230 6,458,071第 11 類　穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン　Chapter 11 Products
of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten

593,836 5,860,06811.01 小麦粉及びメスリン粉　Wheat or meslin flour

12,971 92,27811.02 穀粉 （小麦粉及びメスリン粉を除く。）　Cereal flours other than of wheat or meslin

439 17,55911.03 ひき割り穀物、 穀物のミール及びペレット　Cereal groats, meal and pellets

940 11,42811.04 その他の加工穀物 （例えば、 殻を除き、 ロールにかけ、 フレーク状にし、 真珠形にとう精し、
薄く切り又は粗くひいたもの。 第 10.06 項の米を除く。） 及び穀物の胚芽 （全形のもの及び
ロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。）　Cereal grains otherwise worked (for
example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 10.06; germ
of cereals, whole, rolled, flaked or ground

202 65511.05 ばれいしょの粉、 ミール、 フレーク、 粒及びペレット　Flour, meal flakes, granules and pellets of
potatoes

1,150 16,47811.06 乾燥した豆 （第 07.13 項のものに限る。）、 サゴやし又は根若しくは塊茎 （第 07.14 項のもの
に限る。） の粉及びミール並びに第 8 類の物品の粉及びミール　Flour and meal of the dried
leguminous vegetables of heading 07.13, of sago or of roots or tubers of heading 07.14; flour,
meal and powder of the products of Chapter 8

- 63011.07 麦芽 （いってあるかないかを問わない。）　Malt, whether or not roasted

70,617 438,88211.08 でん粉及びイヌリン　Starches; inulin

1,075 20,09311.09 小麦グルテン （乾燥してあるかないかを問わない。）　Wheat gluten, whether or not dried

1,019,987 13,375,800第 12 類　採油用の種及び果実、 各種の種及び果実、 工業用又は医薬用の植物並びにわら
及び飼料用植物　Chapter 12 Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds
and fruit; industrial or medicinal plants ; straw and fodder

- 10,57612.01 大豆 （割ってあるかないかを問わない。）　Soya beans, whether or not broken

- 11,59512.02 落花生 （いつてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、 殻を除いて
あるかないか又は割ってあるかないかを問わない。）　Ground-nuts, not roasted or otherwise
cooked, whether or not shelled or broken
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- -12.03 コプラ　Copra

- -12.04 亜麻の種 （割ってあるかないかを問わない。）　Linseed, whether or not broken

- -12.05 菜種 （割ってあるかないかを問わない）　Rape or colza seeds, whether or not broken

6,381 49,92712.06 ひまわりの種 （割ってあるかないかを問わない。）　Sunflower seeds, whether or not broken

8,284 105,15112.07 その他の採油用の種及び果実 （割ってあるかないかを問わない。）　Other oil seeds and
oleaginous fruits, whether or not broken

1,399 32,76912.08 採油用の種又は果実の粉及びミール （マスタードの粉及びミールを除く。）　Flours and meals
of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard

860,168 10,736,85212.09 播種用の種、 果実及び胞子　Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing

- -12.10 ホップ （生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、 粉砕し、 粉状にし又はペレット状にした
ものであるかないかを問わない。） 及びルプリン　Hop cones, fresh or dried, whether or not
ground, powdered or in the form of pellets; lupulin

5,120 232,15712.11 主として香料用、 医療用、 殺虫用、 殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ
の部分 （種及び果実を含み、 生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、 切り、 砕き又
は粉状にしたものであるかないかを問わない。）　Plants and parts of plants (including seeds
and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or
similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered

138,635 2,188,07612.12 海草その他の藻類、 ローカストビーン、 てん菜及びさとうきび （生鮮のもの及び冷蔵し、 冷凍
し又は乾燥したものに限るものとし、 粉砕してあるかないかを問わない。） 並びに主として食
用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品 （チコリー （キコリウム ・ インテュブス変
種サティヴム） の根でいつてないものを含むものとし、 他の項に該当するものを除く。）
Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or
dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including
unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for
human consumption, not elsewhere specified or included

- 2,47112.13 穀物のわら及び殼 （切り、 粉砕し、 圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わな
いものとし、 調製したものを除く。）　Cereal straw and husks, unprepared, whether or not
chopped, ground, pressed or in the form of pellets

- 6,22612.14 ルタバガ、 飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、 飼料用の乾草、 ルーサン （アルファ
ルファ）、 クローバー、 セインホイン、 飼料用のケール、 ルーピン、 ベッチその他これらに
類する飼料用植物 （ペレット状にしてあるかないかを問わない。）　Swedes, mangolds, fodder
roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage
products, whether or not in the form of pellets

248,907 3,195,072第13類　ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス　Chapter 13 Lacs; gums,
resins and other vegetable saps and extracts

8,698 90,59513.01 ラック、 天然ガム、 樹脂、 ガムレジン及びオレオレジン （例えば、 バルサム）　Lac; natural
gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)

240,209 3,104,47713.02 植物性の液汁及びエキス、 ペクチン質、 ペクチニン酸塩、 ペクチン酸塩並びに寒天その他
植物性原料から得た粘質物及びシックナー （変性させてあるかないかを問わない。）
Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other
mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products

9,498 128,848第 14 類　植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品　Chapter 14 Vegetable
plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included

839 12,15614.01 主として組物に使用する植物性材料 （例えば、 穀物のわらで清浄にし、 漂白し又は染色した
もの、 竹、 とう、 あし、 いぐさ、 オージア、 ラフィア及びライム樹皮）　Vegetable materials
of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia,
cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark)

8,659 116,69214.04 植物性生産品 （他の項に該当するものを除く。）　Vegetable products not elsewhere specified or
included

1,184,650 12,335,777第 3部　動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並
びに動物性又は植物性のろう　Section III Animal or vegetable fats
and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or
vegetable waxes

1,184,650 12,335,777第 15 類　動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、 調製食用脂並びに動物性又は植
物性のろう　Chapter 15 Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products;
prepared edible fats; animal or vegetable waxes

10,661 98,09815.01 豚脂 （ラードを含む。） 及び家きん脂 （第 02.09 項又は第 15.03 項のものを除く。）　Pig fat
(including lard) and poultry fat, other than that of heading02.09 or 15.03

- 41015.02 牛、 羊又はやぎの脂肪 （第 15.03 項のものを除く。）　Fats of bovine animals, sheep or goats,
other than those of heading15.03

221 14,50415.03 ラードステアリン、 ラード油、 オレオステアリン、 オレオ油及びタロー油 （乳化、 混合その他
の調製をしてないものに限る。）　Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not
emulsified or mixed or otherwise prepared

94,393 724,15515.04 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物 （化学的な変性加工をしてないものに限るものと
し、 精製してあるかないかを問わない。）　Fats and oils and their fractions, of fish or marine
mammals, whether or not refined, but not chemically modified

145,820 1,646,18615.05 ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質 （ラノリンを含む。）　Wool grease and fatty
substances derived therefrom (including lanolin):

19,223 32,09115.06 その他の動物性油脂及びその分別物 （化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、 精
製してあるかないかを問わない。）　Other animal fats and oils and their fractions, whether or
not refined, but not chemically modified
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7,578 237,54515.07 大豆油及びその分別物 （化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、 精製してあるかな
いかを問わない。）　Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically
modified

- -15.08 落花生油及びその分別物 （化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、 精製してあるか
ないかを問わない。）　Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not
chemically modified

30,872 121,27215.09 オリーブ油及びその分別物 （化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、 精製してある
かないかを問わない。）　Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically
modified

2,374 24,20215.10 オリーブのみから得たその他の油及びその分別物 （第 15.09 項の油及びその分別物を混合し
たものを含み、 化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、 精製してあるかないかを
問わない。）　Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined,
but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of
heading 15.09

8,271 77,31615.11 パーム油及びその分別物 （化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、 精製してあるか
ないかを問わない。）　Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically
modified

4,559 132,74515.12 ひまわり油、 サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物 （化学的な変性加工をしてない
油及び分別物に限るものとし、 精製してあるかないかを問わない。）　Sunflower-seed,
safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically
modified

- 14,81215.13 やし （コプラ） 油、 パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物 （化学的な変性加工をし
てない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。）　Coconut (copra),
palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically
modified

12,460 268,43415.14 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物 （化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限
るものとし、 精製してあるかないかを問わない。）　Rape, colza or mustard oil and fractions
thereof, whether or not refined, but not chemically modified

451,194 4,115,67815.15 その他の植物性油脂及びその分別物 （ホホバ油及びその分別物を含み、 化学的な変性加工
をしてないものに限るものとし、 精製してあるかないかを問わない。）　Other fixed vegetable
fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not
chemically modified

66,624 658,35615.16 動物性又は植物性の油脂及びその分別物 （完全に又は部分的に、 水素添加し、 インターエ
ステル化し、 リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、 精製してあるかない
かを問わず、更に調製したものを除く。）　Animal or vegetable fats and oils and their fractions,
partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not
refined, but not further prepared

84,223 1,090,99515.17 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物
の混合物及び調製品 （食用のものに限るものとし、 第 15.16 項の食用の油脂及びその分別
物を除く。）　Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or
of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their factions
of heading 15.16

164,919 2,111,96215.18 動物性又は植物性の油脂及びその分別物 （ボイル油化、 酸化、 脱水、 硫化、 吹込み又は
真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るも
のとし、 第 15.16 項のものを除く。） 並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこ
の類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品 （食用に適しないものに限るものとし、 他
の項に該当するものを除く。）　Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled,
oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or
otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or
preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this
Chapter, not elsewhere specified or included

5,680 46,20915.20 グリセリン （粗のものに限る。） 、 グリセリン水及びグリセリン廃液　Glycerol, crude;  glycerol
waters and glycerol lyes

75,578 920,80715.21 植物性ろう （トリグリセリドを除く。）、 みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう （精製してあるかな
いか又は着色してあるかないかを問わない。）　Vegetable waxes (other than triglycerides),
beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured

- -15.22 デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物
Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes

27,697,426 252,329,413第 4部　調製食料品、 飲料、 アルコール、 食酢、 たばこ及び製造たば
こ代用品　Section IV Prepared foodstuffs; beverages, spirits and
vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes

9,009,932 57,197,613第16類　肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品　Chapter
16 Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

9,166 38,59416.01 ソーセージその他これに類する物品 （肉、 くず肉又は血から製造したものに限る。） 及びこれ
らの物品をもととした調製食料品　Sausages and similar products, of meat, meat offal or
blood; food preparations based on these products

6,918 222,09016.02 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血　Other prepared or preserved
meat, meat offal or blood

22,189 286,15316.03 肉、 魚又は甲殼類、 軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース
Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

1,295,076 12,128,92916.04 魚 （調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。）、 キャビア及び魚卵から調製したキャビ
ア代用物　Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

7,676,583 44,521,84716.05 甲殻類、 軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 （調製し又は保存に適する処理をしたもの
に限る。）　Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved
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756,299 6,935,923第 17 類　糖類及び砂糖菓子　Chapter 17 Sugars and sugar confectionery

16,689 198,28317.01 甘しゃ糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖 （固体のものに限る。）　Cane or beet sugar and
chemically pure sucrose, in solid form

121,852 1,303,12317.02 その他の糖類 （化学的に純粋な乳糖、 麦芽糖、 ぶどう糖及び果糖を含むものとし、 固体の
ものに限る。）、 糖水 （香味料又は着色料を加えてないものに限る。）、 人造はちみつ （天
然はちみつを混合してあるかないかを問わない。） 及びカラメル　Other sugars, including
chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not
containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with
natural honey; caramel

- 128,10917.03 糖みつ （砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。）　Molasses resulting from the
extraction or refining of sugar

617,758 5,306,40817.04 砂糖菓子 （ホワイトチョコレートを含むものとし、 ココアを含有しないものに限る。）　Sugar
confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

801,926 5,073,006第 18 類　ココア及びその調製品　Chapter 18 Cocoa and cocoa preparations

- 24,58418.01 カカオ豆 （生のもの及びいつたもので、 全形のもの及び割つたものに限る。）　Cocoa beans,
whole or broken, raw or roasted

- -18.02 カカオ豆の殼、 皮その他のくず　Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste

30,380 111,96318.03 ココアペースト （脱脂してあるかないかを問わない。）　Cocoa paste, whether or not defatted

- 13,77918.04 カカオ脂　Cocoa butter, fat and oil

31,786 232,18518.05 ココア粉 （砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。）　Cocoa powder, not containing added
sugar or other sweetening matter

739,760 4,690,49518.06 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品　Chocolate and other food preparations
containing cocoa

4,363,528 39,943,423第 19 類　穀物、 穀粉、 でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品　Chapter 19
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products

1,593,404 15,270,79319.01 麦芽エキス並びに穀粉、 ひき割り穀物、 ミール、 でん粉又は麦芽エキスの調製食料品 （ココ
アを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量
の 40% 未満のものに限るものとし、 他の項に該当するものを除く。） 及び第 04.01 項から第
04.04 項までの物品の調製食料品 （ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココア
として計算したココアの含有量が全重量の 5% 未満のものに限るものとし、 他の項に該当す
るものを除く。）　Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract,
not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally
defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings
04.01 to 04.04, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated
on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included

695,389 7,673,32119.02 スパゲッティ、 マカロニ、 ヌードル、 ラザーニヤ、 ニョッキ、 ラビオリ、 カネローニその他のパ
スタ （加熱による調理をし、 肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかな
いかを問わない。） 及びクースクース （調製してあるかないかを問わない。）　Pasta, whether
or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as
spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not
prepared

245 42,59519.03 タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物 （フレーク状、 粒状、 真珠形、 ふるいかす
状その他これらに類する形状のものに限る。）　Tapioca and substitutes therefor prepared from
starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms

97,693 913,89819.04 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 （例えば、 コーンフレーク） 並び
に粒状又はフレーク状の穀物 （とうもろこしを除く。） 及びその他の加工穀物 （粉、 ひき割
り穀物及びミールを除く。） であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの （他の項に
該当するものを除く。）　Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or
cereal products (for example, corn flakes); Cereals (other than maize (corn)) in grain form or in
the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or
otherwise prepared, not elsewhere specified or included:

1,976,797 16,042,81619.05 パン、 ペーストリー、 ケーキ、 ビスケットその他のベーカリー製品 （ココアを含有するかしない
かを問わない。） 及び聖さん用ウエハー、 医療用に適するオブラート、 シーリングウエハー、
ライスペーパーその他これらに類する物品　Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers'
wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable
for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

467,631 5,009,792第 20 類　野菜、 果実、 ナットその他植物の部分の調製品　Chapter 20 Preparations of
vegetables, fruit, nuts or other parts of plants

34,542 420,99020.01 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、 果実、 ナットその他植物の食
用の部分　Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by
vinegar or acetic acid

- 1,16420.02 調製し又は保存に適する処理をしたトマト （食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理
をしたものを除く。）　Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

3,531 68,91420.03 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ （食酢又は酢酸により調製し又は保存に
適する処理をしたものを除く。）　Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise
than by vinegar or acetic acid

20,524 226,29220.04 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜 （冷凍したものに限るものとし、 食酢又は酢
酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第 20.06 項の物品を除く。）　Other
vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than
products of heading20.06

144,554 1,671,46720.05 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜 （冷凍してないものに限るものとし、 食酢又
は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。）　Other
vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other
than products of heading20.06
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3,229 36,82520.06 砂糖により調製した野菜、 果実、 ナット、 果皮その他植物の部分 （ドレインしたもの、 グラッ
セのもの及びクリスタライズしたものに限る。）　Vegetables, fruit nuts, fruit-peel and other parts
of plants, preserved by sugar (drained, glace or crystallised)

13,989 109,47320.07 ジャム、 フルーツゼリー、 マーマレード、 果実又はナットのピューレー及び果実又はナットの
ペースト （加熱調理をして得られたものに限るものとし、 砂糖その他の甘味料を加えてある
かないかを問わない。）　Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut puree and fruit or nut
pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter:

166,642 1,660,89720.08 果実、 ナットその他植物の食用の部分 （その他の調製をし又は保存に適する処理をしたもの
に限るものとし、 砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、 他
の項に該当するものを除く。）　Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared
or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not
elsewhere specified or included

80,620 813,77020.09 果実又は野菜のジュース （ぶどう搾汁を含み、 発酵しておらず、 かつ、 アルコールを加えて
ないものに限るものとし、 砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。）　Fruit
juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added
spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

6,723,828 71,474,716第 21 類　各種の調製食料品　Chapter 21 Miscellaneous edible preparations

524,694 4,792,57921.01 コーヒー、 茶又はマテのエキス、 エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、 コー
ヒー、 茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物 （いつたもの
に限る。） 並びにそのエキス、 エッセンス及び濃縮物　Extracts, essences and concentrates,
of coffee, tea or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee,
tea or mate ; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and
concentrates thereof

151,703 1,773,51721.02 酵母 （活性のものであるかないかを問わない。） 及びその他の単細胞微生物 （生きていない
ものに限るものとし、 第 30.02 項のワクチンを除く。） 並びに調製したベーキングパウダー
Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines
of heading 30.02); prepared baking powders

2,588,925 27,370,17221.03 ソース、 ソース用の調製品、 混合調味料、 マスタードの粉及びミール並びに調製したマスター
ド　Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour
and meal and prepared mustard

488,070 4,872,46221.04 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品　Soups and broths
and preparations therefor; homogenised composite food preparations

44,845 691,36021.05 アイスクリームその他の氷菓 （ココアを含有するかしないかを問わない。）　Ice cream and other
edible ice, whether or not containing cocoa

2,925,591 31,974,62621.06 調製食料品 （他の項に該当するものを除く。）　Food preparations not elsewhere specified or
included

2,969,054 32,191,557第 22 類　飲料、 アルコール及び食酢　Chapter 22 Beverages, spirits and vinegar

43,718 408,47622.01 水 （天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、 砂糖その他の甘味料又は香味料を加
えたものを除く。） 、 氷及び雪　Waters, including natural or artificial mineral waters and
aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and
snow

933,367 11,908,52922.02 水 （鉱水及び炭酸水を含むものとし、 砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。）
その他のアルコールを含有しない飲料 （第 20.09 項の果実又は野菜のジュースを除く。）
Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other
sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or
vegetable juices of heading 20.09

208,990 3,181,71022.03 ビール　Beer made from malt

80,401 342,44722.04 ぶどう酒 （強化ぶどう酒を含むものとし、 生鮮のぶどうから製造したものに限る。） 及びぶどう
搾汁（第 20.09 項のものを除く。）　Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must
other than that of heading 20.09

498 1,16522.05 ベルモットその他のぶどう酒 （生鮮のぶどうから製造したもので、 植物又は芳香性物質により
香味を付けたものに限る。）　Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or
aromatic substances

949,729 8,879,50722.06 その他の発酵酒 （例えば、 りんご酒、 なし酒及びミード） 並びに発酵酒とアルコールを含有
しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物 （他の項に該当するものを除く。）　Other
fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and
mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages not elsewhere specified or
included

17,841 506,32622.07 エチルアルコール （変性させてないものでアルコール分が 80% 以上のものに限る。） 及び変
性アルコール （アルコール分のいかんを問わない。）　Undenatured ethyl alcohol of an
alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured,
of any strength

594,014 5,452,65622.08 エチルアルコール （変性させてないものでアルコール分が 80% 未満のものに限る。） 及び蒸
留酒、 リキュールその他のアルコール飲料　Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic
strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

140,496 1,510,74122.09 食酢及び酢酸から得た食酢代用物　Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic
acid

535,190 7,638,502第 23 類　食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料　Chapter 23 Residues
and waste from the food industries; prepared animal fodder

33,422 498,11823.01 肉、 くず肉、 魚又は甲殻類、 軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、 ミール及び
ペレット （食用に適しないものに限る。） 並びに獣脂かす　Flours, meals and pellets, of meat
or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human
consumption; greaves

24,612 242,89223.02 ふすま、 ぬかその他のかす （穀物又は豆のふるい分け、 製粉その他の処理の際に生ずるも
のに限るものとし、 ペレット状であるかないかを問わない。）　Bran, sharps and other residues,
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whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of
cereals or of leguminous plants

9,917 140,17723.03 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、 ビートパルプ、 バガスその他の砂糖
製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす （ペレット状であるかないかを
問わない。）　Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and
other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the
form of pellets

1,069 6,67423.04 大豆油かす （粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。）　Oil-cake and
other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the
extraction of soya-bean oil

- -23.05 落花生油かす （粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。）　Oil-cake
and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the
extraction of ground-nut oil

1,364 43,00623.06 その他の植物性の油かす （粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないも
のとし、第 23.04項又は第23.05項のものを除く。）　Oil-cake and other solid residues, whether
or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04 or 23.05

- -23.07 ぶどう酒かす及びアーゴル　Wine lees; argol

2,060 17,10623.08 飼料用に供する種類の植物材料、 植物のくず、 植物のかす及び植物性副産物 （ペレット状
であるかないかを問わないものとし、 他の項に該当するものを除く。）　Vegetable materials
and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets,
of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included

462,746 6,690,52923.09 飼料用に供する種類の調製品　Preparations of a kind used in animal feeding

2,070,038 26,864,881第 24 類　たばこ及び製造たばこ代用品　Chapter 24 Tobacco and manufactured tobacco
substitutes

64,485 782,20524.01 たばこ （製造たばこを除く。） 及びくずたばこ　Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

2,004,937 26,045,04124.02 葉巻たばこ、 シェルート、 シガリロ及び紙巻たばこ （たばこ又はたばこ代用物から成るものに
限る。）　Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes

616 37,63524.03 その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、 シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセン
ス　Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenised" or
"reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences

117,986,525 1,218,898,605第 5部　鉱物性生産品　Section V Mineral products
5,020,024 63,504,359第 25 類　塩、 硫黄、 土石類、 プラスター、 石灰及びセメント　Chapter 25 Salt; sulphur;

earths and stone; plastering materials, lime and cement

17,988 247,83325.01 塩 （食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、 水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有
するかしないかを問わない。） 、 純塩化ナトリウム （水溶液であるかないか又は固結防止剤
を含有するかしないかを問わない。） 及び海水　Salt (including table salt and denatured salt)
and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking
or free-flowing agents; sea water

1,637 13,25325.02 硫化鉄鉱 （焼いてないものに限る。）　Unroasted iron pyrites

827,452 8,092,48325.03 硫黄（昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。）　Sulphur of all kinds, other than sublimed
sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur

277,910 3,434,25625.04 天然黒鉛　Natural graphite

49,093 413,99925.05 天然の砂 （着色してあるかないかを問わないものとし、 第 26 類の砂状の金属鉱を除く。）
Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal-bearing sands of Chapter
26

30,149 432,70725.06 石英 （天然の砂を除く。） 及びけい岩 （粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他
の方法により長方形 （正方形を含む。） の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問
わない。）　Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or
merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square)
shape

33,775 379,44725.07 カオリンその他のカオリン系粘土（焼いてあるかないかを問わない。）　Kaolin and other kaolinic
clays, whether or not calcined

156,453 1,973,55025.08 その他の粘土、 アンダルーサイト、 カイアナイト及びシリマナイト （焼いてあるかないかを問わ
ないものとし、 第 68.06 項のエキスパンデッドクレーを除く。） 並びにムライト、 シャモット及
びダイナスアース　Other clays (not including expanded clays of heading 68.06), andalusite,
kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths

14,634 98,88725.09 白亜　Chalk

- -25.10 天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸塩を含有する白亜
Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk

- 43225.11 天然の硫酸バリウム （重晶石） 及び天然の炭酸バリウム （毒重石。 焼いてあるかないかを問
わないものとし、 第 28.16 項の酸化バリウムを除く。）　Natural barium sulphate (barytes);
natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of
heading 28.16

28,237 326,74725.12 けいそう土その他これに類するけい酸質の土 （見掛け比重が 1 以下のものに限るものとし、 焼
いてあるかないかを問わない。）　Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and
diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity
of 1 or less

178,437 1,743,38725.13 コランダム、 ガーネットその他の研磨用の材料 （天然のものに限るものとし、 熱処理をしてある
かないかを問わない。） 、 パミスストーン及びエメリー　Pumice stone; emery; natural
corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated

- 20,54325.14 スレート （粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形 （正方形を
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含む。） の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。）　Slate, whether or not
roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectanglar
(including square) shape

1,559 16,05525.15 大理石、 トラバーチン、 エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石 （見掛け比
重が 2.5 以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の
方法により長方形 （正方形を含む。） の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わ
ない。） 及びアラバスター （粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法に
より長方形 （正方形を含む。） の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。）
　Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an
apparent specific gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or
merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square)
shape

162,040 2,287,14425.16 花こう岩、 はん岩、 玄武岩、 砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石 （粗削りしてあるかない
か又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形 （正方形を含む。） の塊状若しくは板状
に単に切つてあるかないかを問わない。）　Granite, porphyry, basalt, sandstone and other
monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or
otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape

12,464 156,43925.17 小石、 砂利及び砕石 （コンクリート用、 道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供
するものに限るものとし、 熱処理をしてあるかないかを問わない。） 、 シングル及びフリント
（熱処理をしてあるかないかを問わない。） 並びにスラグ、 ドロスその他これらに類する工業
廃棄物から成るマカダム （小石、 砂利、 砕石、 シングル又はフリントを混入してあるかない
かを問わない。） 及びタールマカダム並びに第 25.15 項又は第 25.16 項の岩石の粒、 破片
及び粉 （熱処理をしてあるかないかを問わない。）　Pebbles, gravel, broken or crushed stone,
of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other
ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar
industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading;
tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 25.15 or 25.16, whether
or not heat-treated

11,807 104,40125.18 ドロマイト （粗削りしたもの及びのこぎりでひくことその他の方法により長方形 （正方形を含む。）
の塊状又は板状に単に切ったものを含むものとし、 焼いてあるかないか又は焼結してあるか
ないかを問わない。） 及びドロマイトラミングミックス　Dolomite, whether or not calcined or
sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into
blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix.

597,666 6,933,02325.19 天然の炭酸マグネシウム （マグネサイト） 並びに溶融マグネシア、 焼結マグネシア （焼結前
に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。）及びその他の酸化マグネシウム （純
粋であるかないかを問わない。）　Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia;
dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides
added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure

33,280 313,62725.20 天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラス
ター （着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わ
ない。）　Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate)
whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders

364,186 3,382,88725.21 石灰石その他の石灰質の岩石 （石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。）
Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of
lime or cement

44,581 453,62225.22 生石灰、 消石灰及び水硬性石灰 （第 28.25 項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除
く。）　Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of
heading 28.25

1,870,776 29,374,03325.23 ポートランドセメント、 アルミナセメント、 スラグセメント、 スーパーサルフェートセメントその他こ
れらに類する水硬性セメント （着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わ
ない。）　Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar
hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers

- -25.24 石綿　Asbestos

64,724 922,43825.25 雲母 （はく離雲母を含む。） 及びそのくず　Mica, including splittings; mica waste

97,153 1,244,66025.26 ステアタイト （天然のものに限るものとし、 粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他
の方法により長方形 （正方形を含む。） の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問
わない。） 及びタルク　Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by
sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc

- 2,60225.28 天然ほう酸塩及びその精鉱 （焼いてあるかないかを問わないものとし、 天然かん水から分離し
たものを除く。） 並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の
85% 以下のもの　Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not
including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than
85% of H3BO3 calculated on the dry weight

13,565 171,33125.29 長石、 白榴石、 ネフェリン、 ネフェリンサイアナイト及びほたる石　Felspar; leucite; nepheline
and nepheline syenite; fluorspar

130,458 964,57325.30 鉱物 （他の項に該当するものを除く。）　Mineral substances not elsewhere specified or included

2,299,912 12,919,091第 26 類　鉱石、 スラグ及び灰　Chapter 26 Ores, slag and ash

1,154 6,08126.01 鉄鉱 （精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。）　Iron ores and concentrates, including roasted iron
pyrites

3,286 37,14526.02 マンガン鉱 （精鉱を含む。） 及び含鉄マンガン鉱 （精鉱を含むものとし、 マンガンの含有量
が乾燥状態において全重量の 20% 以上のものに限る。）　Manganese ores and concentrates,
including ferruginous  manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or
more, calculated on the dry weight

- -26.03 銅鉱 （精鉱を含む。）　Copper ores and concentrates

- 4,75126.04 ニッケル鉱 （精鉱を含む。）　Nickel ores and concentrates

- -26.05 コバルト鉱 （精鉱を含む。）　Cobalt ores and concentrates
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224 9,35726.06 アルミニウム鉱 （精鉱を含む。）　Aluminium ores and concentrates

- 1,53026.07 鉛鉱 （精鉱を含む。）　Lead ores and concentrates

- -26.08 亜鉛鉱 （精鉱を含む。）　Zinc ores and concentrates

- -26.09 すず鉱 （精鉱を含む。）　Tin ores and concentrates

- 4,95626.10 クロム鉱 （精鉱を含む。）　Chromium ores and concentrates

- 48926.11 タングステン鉱 （精鉱を含む。）　Tungsten ores and concentrates

- -26.12 ウラン鉱及びトリウム鉱 （精鉱を含む。）　Uranium or thorium ores and concentrates

8,297 74,33826.13 モリブデン鉱 （精鉱を含む。）　Molybdenum ores and concentrates

400 1,60026.14 チタン鉱 （精鉱を含む。）　Titanium ores and concentrates

9,185 151,22926.15 ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱（精鉱を含む。）　Niobium, tantalum,
vanadium or zirconium ores and concentrates

- 55,48426.16 貴金属鉱 （精鉱を含む。）　Precious metal ores and concentrates

- 5,23626.17 その他の鉱 （精鉱を含む。）　Other ores and concentrates

224,459 4,096,80126.18 粒状スラグ （スラグサンド。 鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。）　Granulated slag (slag sand)
from the manufacture of iron or steel

124,203 619,13726.19 スラグ、 ドロス （粒状スラグを除く。）、 スケールその他のくず （鉄鋼製造の際に生ずるものに
限る。）　Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the
manufacture of iron or steel

1,845,935 6,898,42226.20 スラグ、 灰及び残留物 （砒素、 金属又はこれらの化合物を含有するものに限るものとし、 鉄
鋼製造の際に生ずるものを除く。）　Slag, ash and residues (other than from the manufacture
of iron or steel) containing metals, arsenic or their compounds:

82,769 952,53526.21 その他のスラグ及び灰 （海草の灰 （ケルプ） を含む。） 並びに都市廃棄物の焼却によって生
じた灰及び残留物　Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from
the incineration of municipal waste:

110,666,589 1,142,475,155第 27 類　鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、 歴青物質並びに鉱物性ろう
Chapter 27 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous
substances; mineral waxes

16,162 172,16727.01 石炭及び練炭、 豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの　Coal;
briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal

- 96227.02 亜炭 （凝結させてあるかないかを問わないものとし、 黒玉を除く。）　Lignite, whether or not
agglomerated, excluding jet

- 3,62527.03 泥炭 （ピートリッターを含むものとし、 凝結させてあるかないかを問わない。）　Peat (including
peat litter), whether or not agglomerated

3,947,356 26,553,35127.04 コークス及び半成コークス （石炭、 亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、 凝結させ
てあるかないかを問わない。）並びにレトルトカーボン　Coke and semi-coke of coal, of lignite
or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon

- -27.05 石炭ガス、 水性ガス、 発生炉ガスその他これらに類するガス （石油ガスその他のガス状炭化
水素を除く。）　Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases
and other gaseous hydrocarbons

- 457,10627.06 石炭、 亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール （再生タールを含むものと
し、 脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。）
Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not
dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars

7,244,522 57,353,32227.07 高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重
量を超えるもの　Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar
products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic
constituents

1,467,293 12,308,82427.08 ピッチ及びピッチコークス （コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。）　Pitch
and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars

- 2,77427.09 石油及び歴青油 （原油に限る。）　Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals,
crude

96,418,275 1,020,499,50827.10 石油及び歴青油 （原油を除く。） 、 これらの調製品 （石油又は歴青油の含有量が全重量の
70% 以上のもので、 かつ、 石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、 他
の項に該当するものを除く。） 並びに廃油　Petroleum oils and oils obtained from bituminous
minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by
weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils
being the basic constituents of the preparations; waste oils:

598,378 9,768,64227.11 石油ガスその他のガス状炭化水素　Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

723,143 7,786,39927.12 ペトロラタム並びにパラフィンろう、 ミクロクリスタリン石油ワックス、 スラックワックス、 オゾケライ
ト、 モンタンろう、 泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方
法により得たもの（着色してあるかないかを問わない。）　Petroleum jelly; paraffin wax, micro-
crystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes,
and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

245,515 7,480,01127.13 石油コークス、 石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物　Petroleum coke,
petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous
minerals

2,426 33,84827.14 天然ビチューメン、 天然アスファルト、 歴青質頁岩、 油母頁岩、 タールサンド、 アスファルタ
イト及びアスファルチックロック　Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar
sands; asphaltites and asphaltic rocks

3,519 54,61627.15 歴青質混合物 （天然アスファルト、 天然ビチューメン、 石油アスファルト、 鉱物性タール又は
鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。 例えば、 マスチック及びカットバック）
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Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on
mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)

454,616,977 4,983,378,201第6部　化学工業（類似の工業を含む。）の生産品　Section VI Products
of the chemical or allied industries

36,936,718 392,654,391第 28 類　無機化学品及び貴金属、 希土類金属、 放射性元素又は同位元素の無機又は有
機の化合物　Chapter 28 Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of
precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

874,880 9,937,55328.01 ふっ素、 塩素、 臭素及びよう素　Fluorine, chlorine, bromine and iodine

9,137 79,33528.02 昇華硫黄、 沈降硫黄及びコロイド硫黄　Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur

1,141,953 12,673,66028.03 炭素 （カーボンブラックその他の形態の炭素で、 他の項に該当するものを除く。）　Carbon
(carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included)

8,628,901 83,589,30328.04 水素、 希ガスその他の非金属元素　Hydrogen, rare gases and other non-metals

101,851 1,227,84128.05 アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、 スカンジウム及びイットリウム （これら
の相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。）並びに水銀　Alkali or alkaline-
earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or
interalloyed; mercury

156,549 1,731,12528.06 塩化水素 （塩酸） 及びクロロ硫酸　Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid

543,894 6,445,86528.07 硫酸及び発煙硫酸　Sulphuric acid; oleum

28,894 332,05328.08 硝酸及び硫硝酸　Nitric acid; sulphonitric acids

182,121 2,351,62728.09 五酸化二りん、 りん酸及びポリりん酸 （ポリりん酸については、 化学的に単一であるかないか
を問わない。）　Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or
not chemically defined

18,285 222,79028.10 ほう素の酸化物及びほう酸　Oxides of boron; boric acids

2,654,853 29,694,16028.11 その他の無機酸及び無機非金属酸化物　Other inorganic acids and other inorganic oxygen
compounds of non-metals

1,192,975 13,136,46328.12 非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物　Halides and halide oxides of non-metals

55,001 672,55828.13 非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品　Sulphides of non-metals;
commercial phosphorus trisulphide

83,500 1,068,30228.14 無水アンモニア及びアンモニア水　Ammonia, anhydrous or in aqueous solution

1,753,120 13,670,36028.15 水酸化ナトリウム （かせいソーダ） 、 水酸化カリウム （かせいカリ） 及びナトリウム又はカリウム
の過酸化物　Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash);
peroxides of sodium or potassium

183,729 1,758,29628.16 マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物
及び過酸化物　Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of
strontium or barium

167,366 1,792,67728.17 酸化亜鉛及び過酸化亜鉛　Zinc oxide; zinc peroxide

1,926,684 23,249,06528.18 人造コランダム （化学的に単一であるかないかを問わない。） 、 酸化アルミニウム及び水酸化
アルミニウム　Artificial corundum, whether or not chemically defined, aluminium oxide;
aluminium hydroxide

135,559 1,467,92628.19 クロムの酸化物及び水酸化物　Chromium oxides and hydroxides

276,089 3,793,29928.20 マンガンの酸化物　Manganese oxides

373,171 4,374,54628.21 アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の70%以上のもの並びに鉄の酸
化物及び水酸化物　Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70% or more by
weight of combined iron evaluated as Fe2O3

31,841 1,632,25228.22 コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトとして取引する物品　Cobalt
oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides

609,718 7,167,34528.23 チタンの酸化物　Titanium oxides

11,737 153,67128.24 鉛の酸化物、 鉛丹及びオレンジ鉛　Lead oxides; red lead and orange lead

1,620,780 22,276,24828.25 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、 金属酸化
物、 金属水酸化物及び金属過酸化物　Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic
salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides

1,037,054 11,749,50628.26 ふっ化物及びフルオロけい酸塩、 フルオロアルミン酸塩その他のふっ素錯塩　Fluorides;
fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts

514,318 5,542,52028.27 塩化物、 塩化酸化物、 塩化水酸化物、 臭化物、 臭化酸化物、 よう化物及びよう化酸化物
　Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides
and iodide oxides

236,496 3,059,61828.28 次亜塩素酸塩、 商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品、 亜塩素酸塩及び次亜
臭素酸塩　Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites

4,566 71,17928.29 塩素酸塩、 過塩素酸塩、 臭素酸塩、 過臭素酸塩、 よう素酸塩及び過よう素酸塩　Chlorates
and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates

90,433 742,12428.30 硫化物及び多硫化物 （多硫化物については、 化学的に単一であるかないかを問わない。）
Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined

4,394 34,53428.31 亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩　Dithionites and sulphoxylates

32,433 259,74228.32 亜硫酸塩及びチオ硫酸塩　Sulphites; thiosulphates

804,773 8,666,92328.33 硫酸塩、 みようばん及びペルオキソ硫酸塩 （過硫酸塩）　Sulphates; alums; peroxosulphates
(persulphates)
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94,280 1,042,72128.34 亜硝酸塩及び硝酸塩　Nitrites; nitrates

327,571 3,135,25428.35 ホスフィン酸塩 （次亜りん酸塩）、 ホスホン酸塩 （亜りん酸塩）、 りん酸塩及びポリりん酸塩 （ポ
リりん酸塩については、 化学的に単一であるかないかを問わない。）　Phosphinates
(hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not
chemically defined

549,271 6,283,25628.36 炭酸塩、 ペルオキソ炭酸塩 （過炭酸塩） 及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品
でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの　Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates);
commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate

343,378 2,333,70528.37 シアン化物、 シアン化酸化物及びシアノ錯塩　Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides

102,807 1,409,06428.39 けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品　Silicates; commercial
alkali metal silicates

29,714 320,84428.40 ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩 （過ほう酸塩）　Borates; peroxoborates (perborates)

1,852,215 21,529,76028.41 オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩　Salts of oxometallic or peroxometallic acids

493,308 5,723,59028.42 その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩 （アルミノけい酸塩 （化学的に単一であるかないかを
問わない。）を含むものとし、アジ化物を除く。）　Other salts of inorganic acids or peroxoacids
(including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides

4,293,349 41,665,76928.43 貴金属の無機又は有機の化合物 （化学的に単一であるかないかを問わない。）、 コロイド状貴
金属及び貴金属のアマルガム　Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of
precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals

20,927 2,003,13428.44 放射性の元素及び同位元素 （核分裂性を有する又は核分裂性物質への転換可能な元素及
び同位元素を含む。） 並びにこれらの化合物並びにこれらの物品を含有する混合物及び残
留物　Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile
chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these
products

2,589 7,04928.45 同位元素 （第 28.44 項のものを除く。） 及びその無機又は有機の化合物 （化学的に単一であ
るかないかを問わない。）　Isotopes other than those of heading 28.44; compounds, inorganic
or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined

1,550,358 13,378,50428.46 希土類金属、 イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物及びこれらの金属の混合
物の無機又は有機の化合物　Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of
yttrium or of scandium or of mixtures of these metals

147,346 1,510,86928.47 過酸化水素 （尿素により固形化してあるかないかを問わない。）　Hydrogen peroxide, whether
or not solidified with urea

36,407 529,54428.48 りん化物 （化学的に単一であるかないかを問わないものとし、 りん鉄を除く。）　Phosphides,
whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus

975,023 9,781,74428.49 炭化物 （化学的に単一であるかないかを問わない。）　Carbides, whether or not chemically
defined

356,834 4,501,05528.50 水素化物、 窒化物、 アジ化物、 けい化物及びほう化物 （化学的に単一であるかないかを問
わないものとし、 第 28.49 項の炭化物に該当するものを除く。）　Hydrides, nitrides, azides,
silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also
carbides of heading 28.49

1,202 39,93128.52 水銀の無機又は有機の化合物 （アマルガムを除く。）　Compounds, inorganic or organic, of
mercury, excluding amalgams

273,084 2,834,13228.53 その他の無機化合物 （蒸留水、 伝導度水その他これらに類する純水を含む。） 、 液体空気
（希ガスを除いてあるかないかを問わない。）、 圧搾空気及びアマルガム （貴金属のアマル
ガムを除く。）　Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water
of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air;
amalgams, other than amalgams of precious metals

172,728,575 1,935,162,759第 29 類　有機化学品　Chapter 29 Organic chemicals

13,877,326 127,659,96229.01 非環式炭化水素　Acyclic hydrocarbons

47,152,281 489,620,97029.02 環式炭化水素　Cyclic hydrocarbons

9,463,481 105,199,16929.03 炭化水素のハロゲン化誘導体　Halogenated derivatives of hydrocarbons

215,384 3,131,78629.04 炭化水素のスルホン化誘導体、 ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 （ハロゲン化してあるか
ないかを問わない。）　Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons,
whether or not halogenated

7,171,783 72,428,12329.05 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、 スルホン化誘導体、 ニトロ化誘導体及びニ
トロソ化誘導体　Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

1,344,103 15,437,24329.06 環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、 スルホン化誘導体、 ニトロ化誘導体及びニト
ロソ化誘導体　Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives

6,208,186 76,927,40029.07 フェノール及びフェノールアルコール　Phenols; phenol-alcohols

247,644 2,715,91129.08 フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、 スルホン化誘導体、 ニトロ化誘導
体及びニトロソ化誘導体　Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of
phenols or phenol-alcohols

4,407,814 38,978,12829.09 エーテル、 エーテルアルコール、 エーテルフェノール、 エーテルアルコールフェノール、 ア
ルコールペルオキシド、 エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド （化学的に単一であ
るかないかを問わない。） 並びにこれらのハロゲン化誘導体、 スルホン化誘導体、 ニトロ化
誘導体及びニトロソ化誘導体　Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols,
alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and
their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

1,763,081 21,944,48829.10 三員環のエポキシド、 エポキシアルコール、 エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びに
これらのハロゲン化誘導体、 スルホン化誘導体、 ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
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Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and
their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

8,218 283,30329.11 アセタール及びヘミアセタール （他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。） 並びに
これらのハロゲン化誘導体、 スルホン化誘導体、 ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

610,642 7,694,19229.12 アルデヒド （他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。） 、 アルデヒドの環式重合体
及びパラホルムアルデヒド　Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic
polymers of aldehydes; paraformaldehyde

134,783 1,085,44029.13 第 29.12 項の物品のハロゲン化誘導体、 スルホン化誘導体、 ニトロ化誘導体及びニトロソ化
誘導体　Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading
29.12

2,669,976 30,044,87929.14 ケトン及びキノン （他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。） 並びにこれらのハロゲ
ン化誘導体、 スルホン化誘導体、 ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体　Ketones and
quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives

2,348,952 24,095,33429.15 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、 酸ハロゲン化物、 酸過酸化物及び過酸並
びにこれらのハロゲン化誘導体、 スルホン化誘導体、 ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
　Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and
peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

5,637,412 62,108,09429.16 不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、 酸ハロゲン
化物、 酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、 スルホン化誘導体、 ニト
ロ化誘導体及びニトロソ化誘導体　Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic
monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

5,458,025 59,995,47429.17 ポリカルボン酸並びにその酸無水物、 酸ハロゲン化物、 酸過酸化物及び過酸並びにこれらの
ハロゲン化誘導体、 スルホン化誘導体、 ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

1,585,449 21,996,74929.18 カルボン酸 （他の酸素官能基を有するものに限る。） 並びにその酸無水物、 酸ハロゲン化物、
酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、 スルホン化誘導体、 ニトロ化誘導
体及びニトロソ化誘導体　Carboxylic acids with additional oxygen function and their
anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives

719,111 8,972,57429.19 りん酸エステル及びその塩 （ラクトホスフェートを含む。） 並びにこれらのハロゲン化誘導体、
スルホン化誘導体、 ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体　Phosphoric esters and their salts,
including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

374,557 4,732,94529.20 非金属のその他の無機酸のエステル （ハロゲン化水素酸エステルを除く。） 及びその塩並び
にこれらのハロゲン化誘導体、 スルホン化誘導体、 ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their
salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

3,614,810 40,854,07229.21 アミン官能化合物　Amine-function compounds

2,513,343 30,533,50929.22 酸素官能のアミノ化合物　Oxygen-function amino-compounds

519,615 6,754,40529.23 第四級アンモニウム塩、 水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピド
（レシチンその他のホスホアミノリピドについては、 化学的に単一であるかないかを問わな
い。）　Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids,
whether or not chemically defined

2,001,645 24,903,59829.24 カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物　Carboxyamide-function
compounds; amide-function compounds of carbonic acid

859,337 14,797,66329.25 カルボキシイミド官能化合物 （サッカリン及びその塩を含む。） 及びイミン官能化合物
Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and imine-function
compounds

4,370,423 44,514,02129.26 ニトリル官能化合物　Nitrile-function compounds

240,353 2,583,36229.27 ジアゾ化合物、 アゾ化合物及びアゾキシ化合物　Diazo-, azo- or azoxy-compounds

383,476 4,847,32929.28 ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体　Organic derivatives of hydrazine or of
hydroxylamine

5,759,785 59,849,98929.29 その他の窒素官能基を有する化合物　Compounds with other nitrogen function

7,114,884 64,106,99929.30 有機硫黄化合物　Organo-sulphur compounds

1,429,460 18,600,63629.31 その他のオルガノインオルガニック化合物　Other organo-inorganic compounds

1,543,564 21,294,21229.32 複素環式化合物 （ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。）　Heterocyclic compounds
with oxygen hetero-atom(s) only

18,894,356 271,185,09629.33 複素環式化合物 （ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。）　Heterocyclic compounds
with nitrogen hetero-atom(s) only

5,948,394 83,417,04929.34 核酸及びその塩 （化学的に単一であるかないかを問わない。） 並びにその他の複素環式化合
物　Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic
compounds

846,653 4,343,30229.35 スルホンアミド　Sulphonamides

831,251 9,228,74329.36 プロビタミン及びビタミン （天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のもの （天然のもの
を濃縮したものを含む。） に限る。） 並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用する
もの並びにこれらの相互の混合物 （この項の物品については、 溶媒に溶かしてあるかない
かを問わない。）　Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including
natural concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of the
foregoing, whether or not in any solvent
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271,332 3,224,78729.37 ホルモン、 プロスタグランジン、 トロンボキサン及びロイコトリエン （天然のもの及びこれと同一
の構造を有する合成のものに限る。） 並びにこれらの誘導体及び構造類似物 （主としてホル
モンとして使用するもので、 変性ポリペプチドを含む。）　Hormones, prostaglandins,
thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural
analogues thereof, including chain modified polypeptides, used primarily as hormones

275,796 1,858,90829.38 グリコシド （天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。） 及びその塩、 エー
テル、 エステルその他の誘導体　Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their
salts, ethers, esters and other derivatives

18,642 422,52329.39 植物アルカロイド （天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。） 及びその
塩、 エーテル、 エステルその他の誘導体　Vegetable alkaloids, natural or reproduced by
synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives

305,903 3,578,40029.40 糖類 （化学的に純粋なものに限るものとし、 しよ糖、 乳糖、 麦芽糖、 ぶどう糖及び果糖を除
く。） 並びに糖エーテル、 糖エステル、 糖エーテルの塩及び糖エステルの塩 （第 29.37 項
から第 29.39 項までの物品を除く。）　Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose,
maltose, glucose and fructose; sugar ethers and sugar esters, and their salts, other than products
of heading 29.37, 29.38 or 29.39

3,527,322 48,192,65229.41 抗生物質　Antibiotics

60,023 1,019,34029.42 その他の有機化合物　Other organic compounds

25,074,329 315,924,647第 30 類　医療用品　Chapter 30 Pharmaceutical products

41,374 1,280,50030.01 臓器療法用の腺その他の器官 （乾燥したものに限るものとし、 粉状にしてあるかないかを問わ
ない。） 及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリン
及びその塩並びに治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質 （他の項に該
当するものを除く。）　Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or
not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic
uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or
prophylactic uses, not elsewhere specified or included

1,258,131 34,343,38130.02 人血、 治療用、 予防用又は診断用に調製した動物の血、 免疫血清その他の血液分画物及
び変性免疫産品 （生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。） 並びにワク
チン、 毒素、 培養微生物 （酵母を除く。） その他これらに類する物品　Human blood; animal
blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood
fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of
biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts)
and similar products

1,975,589 22,440,81330.03 医薬品 （治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、 投与量にしてないもの
及び小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、 第 30.02 項、 第 30.05 項又は
第 30.06項の物品を除く。）　Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06)
consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or
prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

18,716,080 223,477,44330.04 医薬品 （混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、 投与量にしたも
の （経皮投与剤の形状にしたものを含む。） 又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限
るものとし、第30.02項、第30.05項又は第30.06項の物品を除く。）　Medicaments (excluding
goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products for
therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of
transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale

1,868,540 21,597,63230.05 脱脂綿、 ガーゼ、 包帯その他これらに類する製品 （例えば、 被覆材、 ばんそうこう及びパッ
プ剤） で、 医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形
状若しくは包装にしたもの　Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example,
dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances
or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes

1,214,615 12,784,87830.06 この類の注 4 の医療用品　Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter

1,292,638 12,840,368第 31 類　肥料　Chapter 31 Fertilizers

34,842 368,10631.01 動物性又は植物性の肥料 （これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してある
かないかを問わない。）及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得
た肥料　Animal or vegetable fertilizers, whether or not mixed together or chemically treated;
fertilizers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products

849,784 9,539,98831.02 窒素肥料 （鉱物性肥料及び化学肥料に限る。）　Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous

3,124 75,97031.03 りん酸肥料 （鉱物性肥料及び化学肥料に限る。）　Mineral or chemical fertilizers, phosphatic;

2,013 44,70231.04 カリ肥料 （鉱物性肥料及び化学肥料に限る。）　Mineral or chemical fertilizers, potassic

402,875 2,811,60231.05 肥料成分 （窒素、 りん及びカリウム） のうち二以上を含有する肥料 （鉱物性肥料及び化学肥
料に限る。） 及びその他の肥料並びにこの類の物品をタブレット状その他これに類する形状
にし又は容器ともの 1 個の重量が 10kg 以下に包装したもの　Mineral or chemical fertilizers
containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium; other
fertilizers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not
exceeding 10kg

37,810,333 421,512,605第 32 類　なめしエキス、 染色エキス、 タンニン及びその誘導体、 染料、 顔料その他の着色
料、 ペイント、 ワニス、 パテその他のマスチック並びにインキ　Chapter 32 Tanning or
dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring
matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks

4,979 107,88732.01 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、 エーテル、 エステルその他の誘導体
Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives

6,780 44,40932.02 合成有機なめし剤、 無機なめし剤、 調製したなめし剤 （天然なめし料を含有するかしないか
を問わない。） 及びなめし前処理用の酵素系調製品　Synthetic organic tanning substances;
inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning
substances; enzymatic preparations for pre-tanning

160,272 1,709,74432.03 植物性又は動物性の着色料 （染色エキスを含み、 化学的に単一であるかないかを問わない
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ものとし、 獣炭を除く。） 及びこの類の注 3 の調製品で植物性又は動物性の着色料をもとと
したもの　Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but
excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as specified in Note
3 to this chapter based on colouring matter of vegetable or animal origin

4,659,032 53,274,91132.04 有機合成着色料 （化学的に単一であるかないかを問わない。）、 この類の注 3 の調製品で有
機合成着色料をもととしたもの及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成し
た有機物 （化学的に単一であるかないかを問わない。）　Synthetic organic colouring matter,
whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this chapter based on
synthetic organic colouring matter; synthetic organic pro- ducts of a kind used as fluorescent
brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined

19,712 306,79832.05 レーキ顔料及びこの類の注 3 の調製品でレーキ顔料をもととした調製品　Colour lakes;
preparations as specified in Note 3 to this chapter based on colour lakes

4,944,064 54,649,96532.06 その他の着色料、 この類の注 3 の調製品 （第 32.03 項から第 32.05 項までのものを除く。） 及
びルミノホアとして使用する種類の無機物 （化学的に単一であるかないかを問わない。）
Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this Chapter, other than those of
heading 32.03, 32.04 or 32.05; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or
not chemically defined

3,337,339 38,363,35332.07 調製顔料、 調製乳白剤、 調製絵の具、 ほうろう、 うわぐすり、 うわぐすり用のスリップ、 液状
ラスターその他これらに類する調製品 （窯業に使用する種類のものに限る。） 及びガラスフ
リットその他のガラスで粉状、 粒状又はフレーク状のもの　Prepared pigments, prepared
opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres
and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enameling or glass industry; glass frit
and other glass, in the form of powder, granules or flakes

12,120,083 130,243,29132.08 ペイント及びワニス （エナメル及びラッカーを含むものとし、 合成重合体又は化学的に変性さ
せた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。）
並びにこの類の注 4 の溶液　Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on
synthetic poly-mers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-
aqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this Chapter

1,601,410 18,127,77132.09 ペイント及びワニス （エナメル及びラッカーを含むものとし、 合成重合体又は化学的に変性さ
せた天然重合体をもととしたもので、 水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。）
Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic poly-mers or
chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium

227,971 2,899,88232.10 その他のペイント及びワニス （エナメル、 ラッカー及び水性塗料を含む。） 並びに革の仕上げ
に使用する種類の調製水性顔料　Other paints and varnishes (including enamels, lacquers
and distempers); pre-pared water pigments of a kind used for finishing leather

13,637 131,34032.11 調製ドライヤー　Prepared driers

2,687,282 30,411,80332.12 顔料 （金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、 水以外の媒体に分散させ、 かつ、
ペイント （エナメルを含む。） の製造に使用する種類のもので、 液状又はペースト状のもの
に限る。） 、 スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料
Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or
paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils;
dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale

43,997 459,15532.13 画家用、 習画用、 整色用又は遊戯用の絵の具、 ポスターカラーその他これらに類する絵の
具類 （タブレット状、 チューブ入り、 瓶入り、 皿入りその他これらに類する形状又は包装の
ものに限る。）　Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement
colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings

2,304,506 24,898,80132.14 ガラス用又は接ぎ木用のパテ、 レジンセメント、 閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及
び塗装用の充てん料並びに建物の外面、 室内の壁、 床、 天井その他これらに類する面用
の非耐火性調製上塗り材　Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds
and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for facades, indoor
walls, floors, ceilings or the like

5,679,269 65,883,49532.15 印刷用、 筆記用又は製図用のインキその他のインキ （濃縮してあるかないか又は固形のもの
であるかないかを問わない。）　Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or
not concentrated or solid

14,100,114 155,078,215第 33 類　精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類　Chapter 33 Essential oils and resinoids;
perfumery, cosmetic or toilet preparations

39,959 643,48033.01 精油 （コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、 テルペンを除いてあるかな
いかを問わない。）、 レジノイド、 オレオレジン抽出物、 精油のコンセントレート （冷浸法又
は温浸法により得たもので、 油脂、 ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに
限る。） 、 精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油のアキュアス
ディスチレート及びアキュアスソリューション　Essential oils (terpeneless or not), including
concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in
fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of
the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils

2,183,278 22,637,27233.02 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物 （アルコール溶液を含むも
のとし、 工業において原材料として使用する種類のものに限る。） 並びに香気性物質をもと
としたその他の調製品 （飲料製造用に使用する種類のものに限る。）　Mixtures of
odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more
of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on
odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

24,127 235,53433.03 香水類及びオーデコロン類　Perfumes and toilet waters

9,357,333 106,460,05133.04 美容用、 メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品 （日焼止め用又は日焼け用の調製品
を含むものとし、 医薬品を除く。） 及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品　Beauty
or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments),
including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations

1,762,084 18,158,87733.05 頭髪用の調製品　Preparations for use on the hair

192,922 1,675,50133.06 口腔衛生用の調製品 （義歯定着用のペースト及び粉を含む。） 及び小売用の包装にした歯
間清掃用の糸 （デンタルフロス）　Preparations for oral or dental hygiene, including denture
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fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual
retail packages

540,411 5,267,50033.07 ひげそり前用、 ひげそり用又はひげそり後用の調製品、 身体用の防臭剤、 浴用の調製品、
脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類 （他の項に該当するものを除く。） 並びに調製した
室内防臭剤 （芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。）
　Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations,
depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or
included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant
properties

17,159,465 176,681,867第 34 類　せっけん、 有機界面活性剤、 洗剤、 調製潤滑剤、 人造ろう、 調製ろう、 磨き剤、
ろうそくその他これに類する物品、 モデリングペースト、 歯科用ワックス及びプラスターをも
ととした歯科用の調製品　Chapter 34 Soap, organic surface-active agents, washing
preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or
scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, "dental waxes" and
dental preparations with a basis of plaster

652,233 7,691,58134.01 せっけん、 有機界面活性剤及びその調製品 （せっけんとして使用するもので、 棒状にし、
ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、 せっけんを含有するかしないかを問わな
い。）、 有機界面活性剤及びその調製品 （皮膚の洗浄に使用するもので、 液状又はクリー
ム状で小売用にしたものに限るものとし、 せっけんを含有するかしないかを問わない。） 並
びにせっけん又は洗浄剤を染み込ませ、 塗布し又は被覆した紙、 ウォッディング、 フェル
ト及び不織布　Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the
form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic
surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream
and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens,
impregnated, coated or covered with soap or detergent

5,006,798 52,398,49634.02 有機界面活性剤 （せっけんを除く。） 並びに調製界面活性剤、 調製洗剤、 補助的調製洗剤
及び清浄用調製品 （せっけんを含有するかしないかを問わないものとし、 第 34.01 項のもの
を除く。）　Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations,
washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations,
whether or not containing soap, other than those of heading 34.01

7,665,803 76,539,96034.03 調製潤滑剤 （調製した切削油、 ボルト又はナットの離脱剤、 防錆防食剤及び離型剤で、 潤
滑剤をもととしたものを含む。） 及び紡織用繊維、 革、 毛皮その他の材料のオイリング又は
加脂処理に使用する種類の調製品 （石油又は歴青油の含有量が全重量の 70% 以上で、
かつ、 石油又は歴青油が基礎的な成分を成す当該調製潤滑剤及び当該調製品を除く。）
Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations,
anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants)
and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather,
furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70%
or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals

644,332 5,671,04534.04 人造ろう及び調製ろう　Artificial waxes and prepared waxes

3,037,552 32,717,22034.05 履物用、 家具用、 床用、 車体用、 ガラス用又は金属用の磨き料及びクリーム、 擦り磨き用
のペースト及び粉並びにこれらに類する調製品 （この項の調製品を染み込ませ、 塗布し又
は被覆した紙、 ウォッディング、 フェルト、 不織布、 プラスチックフォーム及びセルラーラ
バーを含むものとし、第 34.04 項のろうを除く。）　Polishes and creams, for footwear, furniture,
floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations
(whether or not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, cellular plastics or cellular
rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading
34.04

1,393 14,94834.06 ろうそく及びこれに類する物品　Candles, tapers and the like

151,354 1,648,61734.07 モデリングペースト （児童用のものを含む。）、 歯科用のワックス及び印象材 （セットにし、 小
売用の包装にし又は板状、 馬蹄状、 棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。）
並びに焼いた石膏又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調
製品　Modelling pastes, including those put up for children's amusement; preparations known
as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale
or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry,
with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate)

8,846,437 93,024,808第 35 類　たんぱく系物質、 変性でん粉、 膠着剤及び酵素　Chapter 35 Albuminoidal
substances; modified starches; glues; enzymes

2,882 47,80135.01 カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー　Casein, caseinates
and other casein derivatives; casein glues

8,121 100,94235.02 アルブミン （二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、 ホエイたんぱく質の含有量
が乾燥状態において全重量の 80% を超えるものに限る。）及びアルブミナートその他のアル
ブミン誘導体　Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by
weight more than 80% whey protein, calculated on the dry matter), albuminates and other
albumin derivatives

137,224 1,955,64235.03 ゼラチン （長方形 （正方形を含む。） のシート状のものを含むものとし、 表面加工をしてある
かないか又は着色してあるかないかを問わない。）、 ゼラチン誘導体、 アイシングラス及びそ
の他のにかわ （第 35.01 項のカゼイングルーを除く。）　Gelatin (including gelatin in
rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin
derivatives; isinglass; other glues of animal origin, excluding casein glues of heading 35.01

232,878 2,203,78335.04 ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体（他の項に該当す
るものを除く。） 並びに皮粉 （クロムみようばんを加えたものを含む。）　Peptones and their
derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included;
hide powder, whether or not chromed

204,539 1,964,45335.05 デキストリンその他の変性でん粉 （例えば、 糊化済でん粉及びエステル化でん粉） 及びでん
粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととした膠着剤　Dextrins and other modified
starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on
dextrins or other modified starches

6,318,942 65,349,56135.06 調製膠着剤その他の調製接着剤 （他の項に該当するものを除く。） 及び膠着剤又は接着剤と
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しての使用に適する物品 （膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が 1kg 以
下のものに限る。）　Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or
included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or
adhesives, not exceeding a net weight of 1kg

1,941,851 21,402,62635.07 酵素及び他の項に該当しない調製した酵素　Enzymes; prepared enzymes not elsewhere
specified or included

387,152 3,111,122第 36 類　火薬類、 火工品、 マッチ、 発火性合金及び調製燃料　Chapter 36 Explosives;
pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations

153,565 1,155,10436.01 火薬　Propellent powders

- -36.02 爆薬　Prepared explosives, other than propellent powders

215,134 1,658,85336.03 導火線、 導爆線、 火管、 イグナイター及び雷管　Safety fuses; detonating fuses; percussion or
detonating caps; igniters; electric detonators

- 28,02136.04 花火、 信号せん光筒、 レインロケット、 霧中信号用品その他の火工品　Fireworks, signalling
flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles

16,879 255,55136.05 マッチ（第 36.04 項の火工品を除く。）　Matches, other than pyrotechnic articles of heading 36.04

1,574 13,59336.06 フェロセリウムその他の発火性合金 （形状を問わない。） 及びこの類の注 2 の可燃性材料の製
品　Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as
specified in Note 2 to this Chapter

37,054,522 410,454,485第 37 類　写真用又は映画用の材料　Chapter 37 Photographic or cinematographic goods

8,546,710 94,862,61737.01 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム（露光してないものに限るものとし、紙製、
板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。） 並びに感光性の平面状インスタントプリントフィル
ム （露光してないものに限るものとし、 まとめて包装してあるかないかを問わない。）
Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than
paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not
in packs

3,166,079 40,597,72637.02 感光性のロール状写真用フィルム （露光してないものに限るものとし、 紙製、 板紙製又は紡
織用繊維製のものを除く。） 及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム （露光してな
いものに限る。）　Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than
paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed

409,827 7,082,10737.03 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維（露光してないものに限る。）　Photographic paper,
paperboard and textiles, sensitised, unexposed

28,063 331,73737.04 写真用のプレート、 フィルム、 紙、 板紙及び紡織用繊維 （露光したもので、 現像してないも
のに限る。）　Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not
developed

3,703,500 34,905,22737.05 写真用のプレート及びフィルム （露光し、 かつ、 現像したものに限るものとし、 映画用フィル
ムを除く。）　Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic
film

14,830 103,70237.06 映画用フィルム （露光し、 かつ、 現像したものに限るものとし、 サウンドトラックを有するか有
しないか又はサウンドトラックのみを有するか有しないかを問わない。）　Cinematographic
film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of
sound track

21,185,513 232,571,36937.07 写真用の化学調製品 （ワニス、 膠着剤、 接着剤その他これらに類する調製品を除く。） 及び
写真用の物品で混合してないもの （使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用
可能な形状のものに限る。）　Chemical preparations for photographic uses (other than
varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses,
put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use

103,226,694 1,066,932,934第 38 類　各種の化学工業生産品　Chapter 38 Miscellaneous chemical products

2,484,465 26,348,65838.01 人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品
（ペースト状、 塊状、 板状その他半製品の形状にしたものに限る。）　Artificial graphite;
colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form
of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures

663,062 7,615,60538.02 活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭（廃獣炭を含む。）　Activated carbon;
activated natural mineral products; animal black, including spent animal black

7,415 87,63138.03 トール油 （精製してあるかないかを問わない。）　Tall oil, whether or not refined

19,158 231,00838.04 木材パルプの製造の際に生ずる廃液 （リグニンスルホン酸塩を含むものとし、 濃縮し、 糖類
を除き又は化学的に処理したものであるかないかを問わず、第 38.03 項のトール油を除く。）
　Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or
chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 38.03

7,934 53,60238.05 ガムテレビン油、 ウッドテレビン油、 硫酸テレビン油その他のテルペン油 （蒸留その他の方法
により針葉樹から得たものに限る。）、 ジペンテン （粗のものに限る。）、 亜硫酸テレビンその
他のパラシメン （粗のものに限る。） 及びパイン油 （アルファ - テルピネオールを主成分とす
るものに限る。）　Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the
distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and
other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent

166,615 1,739,75438.06 ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、 ロジンスピリット、 ロジン油並びにランガム　Rosin
and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums

1,071 12,33638.07 木タール、 木タール油、 木クレオソート、 木ナフサ及び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッ
チその他これに類する調製品でロジン、 樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの　Wood
tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar
preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch

4,287,242 37,608,20138.08 殺虫剤、 殺鼠剤、 殺菌剤、 除草剤、 発芽抑制剤、 植物生長調整剤、 消毒剤その他これ
らに類する物品 （小売用の形状若しくは包装にし、 製剤にし又は製品にしたもの （例えば、
硫黄を含ませた帯、しん及びろうそく並びにはえ取り紙）に限る。）　Insecticides, rodenticides,
fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and
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similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for
example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)

1,842,269 19,064,18438.09 仕上剤、 促染剤、 媒染剤その他の物品及び調製品 （繊維工業、 製紙工業、 皮革工業そ
の他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、 他の項に該当するも
のを除く。）　Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dye-stuffs and
other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the
textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included

3,307,769 33,905,17238.10 金属表面処理用の調製浸せき剤、 はんだ付け用、 ろう付け用又は溶接用のフラックスその他
の調製した助剤、 はんだ付け用、 ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材
料とから成るもの並びに溶接用の電極又は溶接棒のしん又は被覆に使用する種類の調製
品　Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for
soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of
metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding
electrodes or rods

1,302,878 13,513,46838.11 アンチノック剤、 酸化防止剤、 ガム化防止剤、 粘度指数向上剤、 腐食防止剤その他の調製
添加剤 （鉱物油 （ガソリンを含む。） 用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用
のものに限る。）　Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity
improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including
gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils

783,447 9,430,35238.12 調製したゴム加硫促進剤、 ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤 （他の項に該当する
ものを除く。） 及びゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定
剤　Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere
specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or
plastics

15,274 241,51038.13 消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾　Preparations and charges for fire-
extinguishers; charged fire-extinguishing grenades

428,626 5,049,82038.14 有機の配合溶剤及び配合シンナー （他の項に該当するものを除く。） 並びにペイント用又はワ
ニス用の調製除去剤　Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or
included; prepared paint or varnish removers

11,498,992 95,888,00338.15 反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒（他の項に該当するものを除く。）　Reaction initiators,
reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included

353,351 3,911,08538.16 耐火性のセメント、 モルタル、 コンクリートその他これらに類する配合品 （第 38.01 項の物品を
除く。）　Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products
of heading 38.01

522,774 4,254,27338.17 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン （第 27.07 項又は第 29.02 項のものを除
く。）　Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 27.07 or
29.02

32,740,693 354,502,24538.18 元素を電子工業用にドープ処理したもの （円盤状、 ウエハー状その他これらに類する形状に
したものに限る。） 及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの　Chemical elements
doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds
doped for use in electronics

152,629 1,908,82338.19 液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液 （石油又は歴青油を含有しないもの及び石油
又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。）　Hydraulic brake fluids and other
prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by
weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

81,638 1,218,12238.20 調製不凍液及び調製解凍液　Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

97,595 1,740,08638.21 微生物用の調製培養剤　Prepared culture media for development of microorganisms

2,516,709 28,846,52638.22 診断用又は理化学用の試薬 （支持体を使用したものに限る。） 及び診断用又は理化学用の
調製試薬 （支持体を使用してあるかないかを問わない。） （第 30.02 項又は第 30.06 項のも
のを除く。）　Diagnostic or laboratory reagents on a backing and prepared diagnostic or
laboratory regents whether or not on a backing, other than those of heading30.02 or 30.06

125,967 1,462,93638.23 工業用の脂肪性モノカルボン酸、 アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用
の脂肪性アルコール　Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial
fatty alcohols

39,701,318 416,960,14038.24 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業 （類似の工業を含む。） において生産
される化学品及び調製品 （天然物のみの混合物を含むものとし、 他の項に該当するものを
除く。）　Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of
the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products),
not elsewhere specified or included

117,803 1,339,39438.25 化学工業 （類似の工業を含む。） において生ずる残留物 （他の項に該当するものを除く。）、
都市廃棄物、 下水汚泥及びこの類の注 6 のその他の廃棄物　Residual products of the
chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; municipal waste; sewage
sludge; other wastes specified in Note 6 to this Chapter

338,943,601 3,686,815,077第 7 部　プラスチック及びゴム並びにこれらの製品　Section VII Plastics
and articles thereof; rubber and articles thereof

235,645,793 2,562,676,385第 39 類　プラスチック及びその製品　Chapter 39 Plastics and articles thereof

11,077,902 120,780,16139.01 エチレンの重合体 （一次製品に限る。）　Polymers of ethylene, in primary forms

9,560,060 90,597,71239.02 プロピレンその他のオレフィンの重合体（一次製品に限る。）　Polymers of propylene or of other
olefins, in primary forms

7,471,753 88,591,81539.03 スチレンの重合体 （一次製品に限る。）　Polymers of styrene, in primary forms

9,641,087 113,188,69839.04 塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体 （一次製品に限る。）　Polymers of vinyl
chloride or of other halogenated olefins, in primary forms

3,200,099 36,151,49339.05 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体（一次製品に限る。）
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　Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other vinyl polymers in
primary forms

12,863,959 134,541,97039.06 アクリル重合体 （一次製品に限る。）　Acrylic polymers in primary forms

21,112,786 239,585,25439.07 ポリアセタールその他のポリエーテル、 エポキシ樹脂及びポリカーボネート、 アルキド樹脂、
ポリアリルエステルその他のポリエステル （一次製品に限る。）　Polyacetals, other polyethers
and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other
polyesters, in primary forms

4,636,644 54,208,67239.08 ポリアミド （一次製品に限る。）　Polyamides in primary forms

7,465,524 77,390,19539.09 アミノ樹脂、 フェノール樹脂及びポリウレタン （一次製品に限る。）　Amino-resins, phenolic
resins and polyurethanes, in primary forms

6,782,088 80,783,74639.10 シリコーン （一次製品に限る。）　Silicones, in primary forms

4,340,646 45,150,82939.11 石油樹脂、 クマロン - インデン樹脂、 ポリテルペン、 ポリ硫化物、 ポリスルホン及びこの類の
注 3 のその他の物品（一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。）　Petroleum
resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other
products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary
forms

1,516,563 17,079,75439.12 セルロース及びその化学的誘導体（一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。）
　Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms

486,765 5,384,81139.13 天然の重合体 （例えば、 アルギン酸） 及び変性させた天然の重合体 （例えば、 硬化たんぱ
く質及び天然ゴムの化学的誘導体） （一次製品に限るものとし、 他の項に該当するものを除
く。）　Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for
example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or
included, in primary forms

546,115 5,250,24539.14 第 39.01 項から第 39.13 項までの重合体をもととしたイオン交換体 （一次製品に限る。）　Ion-
exchangers based on polymers of headings39.01 to 39.13, in primary forms

6,699,859 71,825,08339.15 プラスチックのくず　Waste, parings and scrap, of plastics

124,768 1,759,14839.16 プラスチックの単繊維で横断面の 大寸法が 1mm を超えるもの、プラスチックの棒及びプラス
チックの形材 （表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、 その他の加工をしたものを
除く。）　Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1mm, rods, sticks and
profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics

5,220,014 53,905,23339.17 プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手 （プラスチック製のものに限る。 例えば、
ジョイント、エルボー及びフランジ）　Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example,
joints, elbows, flanges), of plastics

422,172 5,026,91839.18 プラスチック製の床用敷物 （接着性を有するか有しないかを問わないものとし、 ロール状又は
タイル状のものに限る。） 並びにこの類の注 9 のプラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆
材　Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles;
wall or ceiling coverings of plastics, as defined in Note 9 to this Chapter

19,550,075 223,056,93539.19 プラスチック製の板、 シート、 フィルム、 はく、 テープ、 ストリップその他のへん平な形状の物
品 （接着性を有するものに限るものとし、 ロール状であるかないかを問わない。）　Self-
adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in
rolls

69,108,820 732,547,80739.20 プラスチック製のその他の板、 シート、 フィルム、 はく及びストリップ （多泡性のもの並びに補
強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組
み合わせたものを除く。）　Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and
not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials

12,560,129 139,160,61439.21 プラスチック製のその他の板、 シート、 フィルム、 はく及びストリップ　Other plates, sheets, film,
foil and strip, of plastics

118,439 1,225,25739.22 プラスチック製の浴槽、 シャワーバス、 台所用流し、 洗面台、 ビデ、 便器、 便座、 便器用
の覆い、 水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品　Baths, shower-baths, sinks, wash-
basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of
plastics

5,758,984 64,330,70239.23 プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、 ふた、 キャップその他こ
れらに類する物品　Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids,
caps and other closures, of plastics

637,557 6,589,89239.24 プラスチック製の食卓用品、 台所用品その他の家庭用品及び化粧用品　Tableware,
kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics

285,609 3,525,03739.25 プラスチック製の建築用品 （他の項に該当するものを除く。）　Builders' ware of plastics, not
elsewhere specified or included

14,457,376 151,038,40439.26 その他のプラスチック製品及び第 39.01 項から第 39.14 項までの材料 （プラスチックを除く。）
から成る製品　Other articles of plastics and articles of other materials of headings 39.01 to
39.14

103,297,808 1,124,138,692第 40 類　ゴム及びその製品　Chapter 40 Rubber and articles thereof

18,266 171,93340.01 天然ゴム、 バラタ、 グタペルカ、 グアユール、 チクルその他これらに類する天然ガム （一次
製品、 板、 シート又はストリップの形状のものに限る。）　Natural rubber, balata, gutta-percha,
guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip

19,461,229 207,919,89740.02 合成ゴム、 油から製造したファクチス及び第 40.01 項の物品とこの項の物品との混合物 （一次
製品、 板、 シート又はストリップの形状のものに限る。）　Synthetic rubber and factice derived
from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading
40.01 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip

2,040 29,31140.03 再生ゴム （一次製品、 板、 シート又はストリップの形状のものに限る。）　Reclaimed rubber in
primary forms or in plates, sheets or strip

54,847 594,54340.04 ゴム （硬質ゴムを除く。） のくず並びにこれから得た粉及び粒　Waste, parings and scrap of
rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom
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1,280,075 12,589,38240.05 配合ゴム （加硫してないもので、 一次製品、 板、 シート又はストリップの形状のものに限る。）
　Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip

5,550 171,31640.06 加硫してないゴムで、 その他の形状のもの （例えば、 棒、 管及び形材） 及び製品にしたも
の （例えば、 円盤及びリング）　Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and
articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber

13,019 141,98540.07 糸及びひも （加硫したゴムのものに限る。）　Vulcanised rubber thread and cord

1,502,826 16,542,97640.08 板、 シート、 ストリップ、 棒及び形材 （加硫したゴム （硬質ゴムを除く。） のものに限る。）
Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber

6,339,780 63,664,47740.09 管及びホース （加硫したゴム （硬質ゴムを除く。） 製のものに限るものとし、 継手 （例えば、
ジョイント、 エルボー及びフランジ） を取り付けてあるかないかを問わない。）　Tubes, pipes
and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for
example, joints, elbows, flanges)

4,059,812 45,151,07940.10 コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング （加硫したゴム製のものに限る。）　Conveyor
or transmission belts or belting, of vulcanised rubber

54,249,547 606,618,63640.11 ゴム製の空気タイヤ （新品のものに限る。）　New pneumatic tyres, of rubber

1,418,573 11,888,22440.12 ゴム製の空気タイヤ （更生したもの及び中古のものに限る。） 並びにゴム製のソリッドタイヤ、
クッションタイヤ、 タイヤトレッド及びタイヤフラップ　Retreaded or used pneumatic tyres of
rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber

29,567 241,28240.13 ゴム製のインナーチューブ　Inner tubes, of rubber

183,386 2,215,43140.14 衛生用又は医療用の製品 （乳首を含み、 加硫したゴム （硬質ゴムを除く。） 製のものに限る
ものとし、 硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。）　Hygienic or
pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or
without fittings of hard rubber

26,774 274,09440.15 衣類及び衣類附属品 （手袋、 ミトン及びミットを含み、 加硫したゴム （硬質ゴムを除く。） 製
のものに限るものとし、 用途を問わない。）　Articles of apparel and clothing accessories
(including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard
rubber

14,619,919 155,740,77540.16 その他の製品（加硫したゴム（硬質ゴムを除く。）製のものに限る。）　Other articles of vulcanised
rubber other than hard rubber

32,598 183,35140.17 硬質ゴム （例えば、 エボナイト。 くずを含むものとし、 形状を問わない。） 及びその製品　Hard
rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard rubber

2,615,879 24,594,912第 8 部　皮革及び毛皮並びにこれらの製品、 動物用装着具並びに旅行
用具、 ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
Section VIII Raw hides and skins, leather, furskins and articles
thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar
containers; articles of animal gut (other than silk-worm gut)

2,145,194 19,709,708第 41 類　原皮 （毛皮を除く。） 及び革　Chapter 41 Raw hides or skins (other than furskins)
and leather

237,661 2,133,73241.01 牛 （水牛を含む。） 又は馬類の動物の原皮 （生鮮のもの及び塩蔵、 乾燥、 石灰漬け、 酸
漬けその他の保存に適する処理をしたもので、 なめし、 パーチメント仕上げ又はこれら以上
の加工をしてないものに限るものとし、 脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないか
を問わない。）　Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or
salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or
further prepared), whether or not dehaired or split

- 38041.02 羊の原皮 （生鮮のもの及び塩蔵、 乾燥、 石灰漬け、 酸漬けその他の保存に適する処理をし
たもので、 なめし、 パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものと
し、 毛が付いているかいないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。 ただし、 この類
の注 1 （c） の規定により除かれているものを含まない。）　Raw skins of sheep or lambs (fresh,
or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or
further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by Note 1 (c)
to this Chapter

660,154 6,002,24241.03 その他の原皮 （生鮮のもの及び塩蔵、 乾燥、 石灰漬け、 酸漬けその他の保存に適する処理
をしたもので、 なめし、 パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るもの
とし、 脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。 ただし、 この類の
注 1 の （b） 又は （c） の規定により除かれているものを含まない。）　Other raw hides and
skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-
dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by
Note 1 (b) or 1 (c) to this Chapter

147,226 1,425,09241.04 牛 （水牛を含む。） 又は馬類の動物のなめした皮 （なめしたもの及びクラストにしたもので、 こ
れらを超える加工をしておらず、 毛が付いていないものに限るものとし、 スプリットしてあるか
ないかを問わない。）　Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine
animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared

- 20,85341.05 羊のなめした皮 （なめしたもの及びクラストにしたもので、 これらを超える加工をしておらず、 毛
が付いていないものに限るものとし、 スプリットしてあるかないかを問わない。）　Tanned or
crust skins of sheep or lambs, without wool on, whether or not split, but not further prepared

27,384 262,77241.06 その他の動物のなめした皮 （なめしたもの及びクラストにしたもので、 これらを超える加工をし
ておらず、 毛が付いていないものに限るものとし、 スプリットしてあるかないかを問わない。）
　Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not
split, but not further prepared

970,857 8,899,50441.07 牛 （水牛を含む。） 又は馬類の動物の革 （なめした又はクラストにした後これらを超える加工
をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、
スプリットしてあるかないかを問わず、第 41.14項の革を除く。）　Leather further prepared after
tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or
equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 41.14
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14,243 237,28341.12 羊革 （なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、 パーチメント仕上げをし
たものを含み、 毛が付いていないものに限るものとし、 スプリットしてあるかないかを問わず、
第 41.14 項の革を除く。）　Leather further prepared after tanning or crusting, including
parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than
leather of heading 41.14

53,411 411,40941.13 その他の動物の革 （なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、 パーチメ
ント仕上げをしたものを含み、 毛が付いていないものに限るものとし、 スプリットしてあるかな
いかを問わず、 第 41.14 項の革を除く。）　Leather further prepared after tanning or crusting,
including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not
split, other than leather of heading 41.14

21,532 209,98341.14 シャモア革 （コンビネーションシャモア革を含む。）、 パテントレザー及びパテントラミネーテッド
レザー並びにメタライズドレザー　Chamois (including combination chamois) leather; patent
leather and patent laminated leather; metallised leather

12,726 106,45841.15 コンポジションレザー （革又は革繊維をもととして製造したもので、 板状、 シート状又はストリッ
プ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。）、革又はコンポジションレザー
のくず（革製品の製造に適しないものに限る。）及び革の粉　Composition leather with a basis
of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other
waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles;
leather dust, powder and flour

469,914 4,785,306第 42 類　革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、 ハンドバッグその他これらに類する容
器並びに腸の製品　Chapter 42 Articles of leather; saddlery and harness; travel goods,
handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk-worm gut)

4,867 25,78742.01 動物用装着具 （引き革、 引き綱、 ひざ当て、 口輪、 くら敷き、 くら袋、 犬用のコートその他
これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。）　Saddlery and harness for any animal
(including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like),
of any material

343,311 3,150,86542.02 旅行用バッグ、 断熱加工された飲食料用バッグ、 化粧用バッグ、 リュックサック、 ハンドバッ
グ、 買物袋、 財布、 マップケース、 シガレットケース、 たばこ入れ、 工具袋、 スポーツ
バッグ、 瓶用ケース、 宝石入れ、 おしろい入れ、 刃物用ケースその他これらに類する容器
（革、 コンポジションレザー、 プラスチックシート、 紡織用繊維、 バルカナイズドファイバー
若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したもの
に限る。） 及びトランク、 スーツケース、 携帯用化粧道具入れ、 エグゼクティブケース、 書
類かばん、 通学用かばん、 眼鏡用ケース、 双眼鏡用ケース、 写真機用ケース、 楽器用
ケース、 銃用ケース、 けん銃用のホルスターその他これらに類する容器　Trunks, suit-cases,
vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases,
camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-
bags, insulated food or beverages bags toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags,
wallets, purses, map-cases, cigarette- cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-
cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of
composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of
paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper

53,907 934,98442.03 衣類及び衣類附属品 （革製又はコンポジションレザー製のものに限る。）　Articles of apparel
and clothing accessories, of leather or of composition leather

67,829 673,67042.05 その他の革製品及びコンポジションレザー製品　Other articles of leather or of composition
leather

- -42.06 腸、 ゴールドビーターススキン、 ぼうこう又は腱の製品　Articles of gut (other than silk-worm
gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons

771 99,898第 43 類　毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品　Chapter 43 Furskins and artificial fur;
manufactures thereof

- -43.01 原毛皮 （頭部、 尾部、 足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、
第 41.01 項から第 41.03 項までの原皮を除く。）　Raw furskins (including heads, tails, paws
and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of
heading 41.01, 41.02 or 41.03

- 43,88043.02 なめし又は仕上げた毛皮 （頭部、 尾部、 足部その他の切片を含み、 組み合わせてないもの
及び他の材料を加えることなく組み合わせたものに限るものとし、第 43.03 項のものを除く。）
　Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings),
unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of
heading 43.03

771 50,56143.03 衣類、 衣類附属品その他の毛皮製品　Articles of apparel, clothing accessories and other
articles of furskin

- 5,45743.04 人造毛皮及びその製品　Artificial fur and articles thereof

957,118 10,568,052第 9 部　木材及びその製品、 木炭、 コルク及びその製品並びにわら、
エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工
物　Section IX Wood and articles of wood; wood charcoal; cork and
articles of cork; manufactures of straw, of esparto or of other
plaiting materials; basketware and wickerwork

926,140 10,200,936第 44 類　木材及びその製品並びに木炭　Chapter 44 Wood and articles of wood; wood
charcoal

8,671 61,04644.01 のこくず及び木くず （棒状、 ブリケット状、 ぺレット状その他これらに類する形状に凝結させて
あるかないかを問わない。）、薪材並びにチップ状又は小片状の木材　Fuel wood, in logs, in
billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood
waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms

16,287 348,52044.02 木炭 （植物性の殼又はナットの炭を含むものとし、 凝結させてあるかないかを問わない。）
Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated

129,154 869,42544.03 木材 （粗のものに限るものとし、 皮又は辺材をはいであるかないか又は粗く角にしてあるかな
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いかを問わない。）　Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or
roughly squared

- 19,62144.04 たが材、 割つたポール、 木製のくい （端をとがらせたものに限るものとし、 縦にひいたものを
除く。）、 木製の棒 （つえ、 傘の柄、 工具の柄その他これらに類する物品の製造に適する
もので粗削りしたものに限るものとし、 ろくろがけし、 曲げ又はその他の加工をしたものを除
く。） 及びチップウッドその他これに類するもの　Hoopwood; split poles; piles, pickets and
stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not
turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas,
tool handles or the like; chipwood and the like

238 5,43544.05 木毛及び木粉　Wood wool; wood flour

- -44.06 木製の鉄道用又は軌道用のまくら木　Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood

257,781 2,749,43944.07 木材 （縦にひき若しくは割り、 平削りし又は丸はぎしたもので、 厚さが 6 ミリメートルを超えるも
のに限るものとし、 かんながけし、 やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わな
い。）　Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or
end-jointed, of a thickness exceeding 6mm

91,484 673,61644.08 化粧ばり用単板 （積層木材を平削りすることにより得られるものを含む。）、 合板用単板、 これ
らに類する積層木材用単板及びその他の縦にひき、 平削りし又は丸はぎした木材 （厚さが
6 ミリメートル以下のものに限るものとし、 かんながけし、 やすりがけし、 はぎ合わせをし又
は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。）　Sheets for veneering (including those
obtained by slicing laminated wood), for plywood or for other similar laminated wood and
other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-
jointed, of a thickness not exceeding 6 mm

7,705 99,85444.09 さねはぎ加工、 溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、 端又は面に沿つて連続
的に施した木材 （寄せ木床用のストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものと
し、 かんながけし、 やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。）　Wood
(including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped
(tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along
any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed

30,932 527,62644.10 パーティクルボード、 オリエンテッドストランドボード （OSB） その他これらに類するボード （例
えば、 ウェファーボード） （木材その他の木質の材料のものに限るものとし、 樹脂その他の
有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。）　Particle board, oriented strand
board (OSB) and similar board (for example, waferboard) of wood or other ligneous materials,
whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances:

43,611 523,57444.11 繊維板 （木材その他の木質の材料のものに限るものとし、 樹脂その他の有機物質により結合
してあるかないかを問わない。）　Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or
not bonded with resins or other organic substances

37,541 564,80744.12 合板、 ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材　Plywood, veneered panels and similar
laminated wood

- 61,21744.13 改良木材 （塊状、 板状、 ストリップ状又は形材のものに限る。）　Densified wood, in blocks,
plates, strips or profile shapes

2,380 23,05644.14 木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁　Wooden frames for paintings, photographs, mirrors
or similar objects

16,827 231,77844.15 木製のケース、 箱、 クレート、 ドラムその他これらに類する包装容器、 木製のケーブルドラム
及び木製のパレット、 ボックスパレットその他の積載用ボード並びに木製のパレット枠
Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood;
pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood

738 25,97544.16 木製のたる、 おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品 （たる材及びおけ材
を含む。）　Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood,
including staves

7,671 72,38244.17 木製の工具並びに工具、 ほうき又はブラシの木製のボデー、 柄及び握り並びに靴の木型
Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts
and trees, of wood

99,616 921,93844.18 木製建具及び建築用木工品 （セルラーウッドパネル、 組み合わせた寄せ木パネル及びこけら
板を含む。）　Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels,
assembled parquet panels, shingles and shakes

43,239 500,58244.19 木製の食卓用品及び台所用品　Tableware and kitchenware, of wood

26,903 796,31944.20 寄せ木し又は象眼した木材、 宝石用又は刃物用の木製の箱、 ケースその他これらに類する
製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第 94 類に属しない木製の家具　Wood
marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of
wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in
Chapter 94

105,362 1,124,72644.21 その他の木製品　Other articles of wood

18,043 228,219第 45 類　コルク及びその製品　Chapter 45 Cork and articles of cork

1,936 28,02245.01 天然コルク （粗のもの及び単に調製したものに限る。）、 コルクくず及び破砕し、 粒にし又は粉
砕したコルク　Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; crushed, granulated or ground
cork

- -45.02 天然コルク （鬼皮を除いたもの、 粗く角にしたもの及び長方形 （正方形を含む。） の塊状、
板状、 シート状又はストリップ状のものに限るものとし、 栓のブランクで角が鋭いものを含
む。）　Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks,
plates, sheets or strip, (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)

- 14,31745.03 天然コルクの製品　Articles of natural cork

16,107 185,88045.04 凝集コルク （凝集剤を使用してあるかないかを問わない。） 及びその製品　Agglomerated cork
(with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork

12,935 138,897第 46 類　わら、 エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
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Chapter 46 Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware
and wickerwork

3,349 52,22046.01 さなだその他これに類する組物材料から成る物品 （ストリップ状であるかないかを問わない。）
並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料から成る物品を平行につなぎ及
び織ったものであってシート状のもの （ 終製品 （敷物、 壁掛等） であるかないかを問わ
ない。）　Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips;
plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials, bound together in parallel
strands or woven, in sheet form, whether or not being finished articles (for example, mats,
matting, screens):

9,586 86,67746.02 かご細工物、 枝条細工物その他の製品 （組物材料から直接造形したもの及び第 46.01 項の
物品から製造したものに限る。）及びへちま製品　Basketwork, wickerwork and other articles,
made directly to shape from plaiting materials or made up from goods of heading 46.01;
articles of loofah

39,308,446 473,934,889第 10 部　木材パルプ、 繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、 古紙
並びに紙及び板紙並びにこれらの製品　Section X Pulp of wood or of
other fibrous cellulosic material; waste and scrap of paper or
paperboard; paper and paperboard and articles thereof

8,727,751 100,628,169第 47 類　木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙　Chapter 47 Pulp
of wood or of other fibrous cellulosic material; waste and scrap of paper or paperboard

- 86247.01 機械木材パルプ　Mechanical wood pulp

76,799 3,486,22547.02 化学木材パルプ （溶解用のものに限る。）　Chemical wood pulp, dissolving grades

1,898,979 20,104,27047.03 化学木材パルプ （ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ （クラフトパルプ） に限るものとし、 溶解用
のものを除く。）　Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades

- 164,57747.04 化学木材パルプ （亜硫酸パルプ （サルファイトパルプ） に限るものとし、 溶解用のものを除
く。）　Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades

3,900 26,21447.05 セミケミカル木材パルプ　Semi-chemical wood pulp

23,816 247,70147.06 古紙パルプその他の繊維素繊維を原料とするパルプ　Pulps of fibres derived from recovered
(waste and scrap) paper or paper board or of other fibrous cellulosic material

6,724,257 76,598,32047.07 古紙　Waste and scrap of paper or paperboard

24,636,261 300,596,105第 48 類　紙及び板紙並びに製紙用パルプ、 紙又は板紙の製品　Chapter 48 Paper and
paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard

179,039 2,688,90648.01 新聞用紙 （ロール状又はシート状のものに限る。）　Newsprint, in rolls or sheets

1,928,606 23,763,45448.02 筆記用、 印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、 せん孔
カード用紙及びせん孔テープ用紙 （ロール状又は長方形 （正方形を含む。） のシート状の
ものに限るものとし、 大きさを問わず、 第 48.01 項又は第 48.03 項の紙を除く。） 並びに手
すきの紙及び板紙　Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or
other graphic purposes, and non perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or
rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 48.01 or 48.03;
hand-made paper and paperboard:

145,346 1,625,65348.03 トイレットペーパー、 化粧用ティッシュ、 紙タオル、 紙ナプキンその他これらに類する家庭用
又は衛生用に供する種類の紙、 セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ
（ロール状又はシート状のものに限るものとし、 ちりめん加工をし、 しわ付けをし、 型押しを
し、 せん孔し、 表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものであるかないかを問わな
い。）　Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for
household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not
creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls
or sheets

1,978,344 24,333,70048.04 クラフト紙及びクラフト板紙 （塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、
第 48.02 項又は第 48.03 項のものを除く。）　Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or
sheets, other than that of heading 48.02 or 48.03

1,241,656 13,068,07948.05 その他の紙及び板紙 （塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、 この
類の注 3 に規定する加工のほかに更に加工をしたものを除く。）　Other uncoated paper and
paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in Note 3 to
this Chapter

152,648 1,441,40148.06 硫酸紙、 耐脂紙、 トレーシングペーパー、 グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙
（ロール状又はシート状のものに限る。）　Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing
papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets

2,012 149,29348.07 接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙 （ロール状又はシート状のものに限るものとし、 内
部を補強してあるかないかを問わず、 表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。）
Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together
with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in
rolls or sheets

90,594 954,02648.08 コルゲート加工をし （平らな表面紙を張り付けてあるかないかを問わない。） 、 ちりめん加工を
し、 しわ付けをし、 型押しをし又はせん孔した紙及び板紙 （ロール状又はシート状のものに
限るものとし、 第 48.03 項の紙を除く。）　Paper and paperboard, corrugated (with or without
glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other
than paper of the kind described in heading48.03

133,814 1,851,79648.09 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙 （謄写版原紙用又はオフセッ
トプレート用の塗布し又は染み込ませた紙を含み、 ロール状又はシート状のものに限るもの
とし、 印刷してあるかないかを問わない。）　Carbon paper, self-copy paper and other copying
or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset
plates), whether or not printed, in rolls or sheets

5,008,225 68,339,78748.10 紙及び板紙 （カオリンその他の無機物質を片面又は両面に塗布し （結合剤を使用してあるか
ないかを問わない。） 、 かつ、 その他の物質を塗布してないもので、 ロール状又は長方形
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（正方形を含む。） のシート状のものに限るものとし、 大きさを問わず、 表面に着色し若しく
は装飾を施してあるかないか又は印刷してあるかないかを問わない。）　Paper and
paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances,
with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-
decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size

6,399,073 82,337,09148.11 紙、 板紙、 セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ （ロール状又は長方形 （正
方形を含む。） のシート状のもので、 大きさを問わず、 塗布し、 染み込ませ、 被覆し、 表
面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものに限るものとし、 第 48.03 項、 第 48.09 項
又は第 48.10 項の物品を除く。）　Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose
fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or
rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in
heading 48.03, 48.09 or 48.10:

3,772 62,11948.12 製紙用パルプ製のフィルターブロック、 フィルタースラブ及びフィルタープレート　Filter blocks,
slabs and plates, of paper pulp

49,977 715,18048.13 製造たばこ用巻紙 （特定の大きさに切り、 小冊子状にし又は円筒状にしたものであるかないか
を問わない。）　Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes

245,910 2,627,29348.14 壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー　Wallpaper and similar wall
coverings; window transparencies of paper

357,490 4,102,08548.16 カーボン紙、 セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙 （箱入りにしてあるかないか
を問わないものとし、 第 48.09 項のものを除く。） 並びに謄写版原紙及び紙製のオフセット
プレート （箱入りにしてあるかないかを問わない。）　Carbon paper, self-copy paper and other
copying or transfer papers (other than those of heading 48.09), duplicator stencils and offset
plates, of paper, whether or not put up in boxes

7,863 141,61648.17 紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、 通信用カード、 便せん等を紙製又は
板紙製の箱、 袋その他の容器に詰め合わせたもの　Envelopes, letter cards, plain postcards
and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing
compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery

3,874,257 38,778,68348.18 トイレットペーパーその他これに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、 セルロース
ウォッディング及びセルロース繊維のウェブ （幅が 36 センチメートル以下のロール状にし又
は特定の大きさ若しくは形状に切ったものに限る。） 並びに製紙用パルプ製、 紙製、 セル
ロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のハンカチ、 クレンジングティッシュ、
タオル、 テーブルクロス、 ナプキン、 乳児用のおむつ、 タンポン、 ベッドシーツその他こ
れらに類する家庭用品、 衛生用品及び病院用品、 衣類並びに衣類附属品　Toilet paper
and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household
or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape;
handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, napkins for babies, tampons,
bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing
accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres:

381,973 4,185,50848.19 紙製、 板紙製、 セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、 ケース、 袋
その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類箱、 レタートレイその他これらに類する製品
で事務所、 商店等において使用する種類のもの　Cartons, boxes, cases, bags and other
packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box
files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or
the like

91,312 1,498,01448.20 紙製又は板紙製の帳簿、 会計簿、 雑記帳、 注文帳、 領収帳、 便せん、 メモ帳、 日記帳
その他これらに類する製品、 練習帳、 吸取紙、 バインダー、 書類挟み、 ファイルカバー、
転写式の事務用印刷物、 挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、 アルバム
（見本用又は収集用のものに限る。） 並びにブックカバー　Registers, account books, note
books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles,
exercise books, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold
business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard;
albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboard

788,068 8,722,60848.21 紙製又は板紙製のラベル （印刷してあるかないかを問わない。）　Paper or paperboard labels of
all kinds, whether or not printed

22,572 526,61248.22 製紙用パルプ製、 紙製又は板紙製のボビン、 スプール、 コップその他これらに類する糸巻類
（せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを問わない。）　Bobbins, spools, cops
and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or
hardened)

1,553,710 18,683,20148.23 その他の紙、 板紙、 セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ （特定の大きさ又
は形状に切ったものに限る。） 並びに製紙用パルプ、 紙、 板紙、 セルロースウォッディン
グ又はセルロース繊維のウェブのその他の製品　Other paper, paperboard, cellulose wadding
and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper,
paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

5,944,434 72,710,615第 49 類　印刷した書籍、 新聞、 絵画その他の印刷物並びに手書き文書、 タイプ文書、 設
計図及び図案　Chapter 49 Printed books, newspapers, pictures and other products of the
printing industry; manuscripts, typescripts and plans

1,164,488 14,342,78449.01 印刷した書籍、 小冊子、 リーフレットその他これらに類する印刷物 （単一シートのものである
かないかを問わない。）　Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether
or not in single sheets

445,774 4,974,09549.02 新聞、 雑誌その他の定期刊行物 （挿絵を有するか有しないか又は広告を含んでいるかいない
かを問わない。）　Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or
containing advertising material

1,804 83,14149.03 幼児用の絵本及び習画本　Children's picture, drawing or colouring books

9,667 225,08049.04 楽譜 （印刷したもの及び手書きのものに限るものとし、 製本してあるかないか又は插絵を有す
るか有しないかを問わない。）　Music, printed or in manuscript, whether or not bound or
illustrated

4,840 73,73049.05 地図、 海図その他これらに類する図 （製本したもの、 壁掛け用のもの、 地形図及び地球儀、
天球儀その他これらに類するものを含むものとし、 印刷したものに限る。）　Maps and
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hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans
and globes, printed

71,779 1,017,70449.06 設計図及び図案 （建築用、 工学用、 工業用、 商業用、 地形測量用その他これらに類する
用途に供するもので手書き原図に限る。） 並びに手書き文書並びにこれらをカーボン複写し
又は感光紙に写真複写したもの　Plans and drawings for architectural, engineering,
industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand;
hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the
foregoing

10,534 170,52349.07 郵便切手、 収入印紙その他これらに類する物品 （本邦において通用し又は発行するもので使
用してないものに限る。） 、 これらを紙に印刷した物品、 紙幣、 銀行券及び小切手帳並び
に株券、 債券その他これらに類する有価証券　Unused postage, revenue or similar stamps of
current or new issue in the country to which they are destined; stamp-impressed paper;
banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title

2,870,846 38,373,19849.08 デカルコマニア　Transfers (decalcomanias)

12,934 111,00649.09 葉書 （印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。） 及び個人のあいさつ、 伝言又は通知を
印刷したカード （插絵を有するか有しないか又は封筒若しくはトリミング付きであるかないか
を問わない。）　Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings,
messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or
trimmings

33,715 578,54549.10 カレンダー （カレンダーブロックを含むものとし、 印刷したものに限る。）　Calendars of any kind,
printed, including calendar blocks

1,318,053 12,760,80949.11 その他の印刷物 （印刷した絵画及び写真を含む。）　Other printed matter, including printed
pictures and photographs

73,557,600 753,802,237第 11 部　紡織用繊維及びその製品　Section XI Textiles and textile
articles

845,479 9,115,092第 50 類　絹及び絹織物　Chapter 50 Silk

- -50.01 繭 （繰糸に適するものに限る。）　Silk-worm cocoons suitable for reeling

32,237 142,87850.02 生糸 （よってないものに限る。）　Raw silk (not thrown)

2,928 56,54750.03 絹のくず （繰糸に適しない繭、 糸くず及び反毛した繊維を含む。）　Silk waste (including
cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock)

8,590 140,44550.04 絹糸 （絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用にしたものを除く。）　Silk yarn (other than yarn spun from
silk waste) not put up for retail sale

36,761 207,26850.05 絹紡糸及び絹紡紬糸 （小売用にしたものを除く。）　Yarn spun from silk waste, not put up for
retail sale

8,835 89,72850.06 絹糸、 絹紡糸及び絹紡紬糸 （小売用にしたものに限る。） 並びに天然てぐす　Silk yarn and
yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silk-worm gut

756,128 8,478,22650.07 絹織物　Woven fabrics of silk or of silk waste

1,973,246 23,258,556第 51 類　羊毛、 繊獣毛、 粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物　Chapter 51 Wool, fine
or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric

- 12,65551.01 羊毛 （カードし又はコームしたものを除く。）　Wool, not carded or combed

- 76551.02 繊獣毛及び粗獣毛 （カードし又はコームしたものを除く。）　Fine or coarse animal hair, not
carded or combed

3,887 13,11951.03 羊毛、 繊獣毛又は粗獣毛のくず （糸くずを含むものとし、 反毛した繊維を除く。）　Waste of
wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock

344 10,91651.04 羊毛、 繊獣毛又は粗獣毛のくず （反毛した繊維に限る。）　Garnetted stock of wool or of fine
or coarse animal hair

23,988 159,75051.05 羊毛、 繊獣毛及び粗獣毛 （カードし又はコームしたもの （小塊状のコームした羊毛を含む。）
に限る。）　Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed wool in
fragments)

1,699 178,95251.06 紡毛糸 （羊毛製のものに限るものとし、 小売用にしたものを除く。）　Yarn of carded wool, not
put up for retail sale

15,444 527,90651.07 梳毛糸 （羊毛製のものに限るものとし、 小売用にしたものを除く。）　Yarn of combed wool, not
put up for retail sale

3,599 111,71451.08 紡毛糸及び梳毛糸 （繊獣毛製のものに限るものとし、 小売用にしたものを除く。）　Yarn of fine
animal hair (carded or combed), not put up for retail sale

39,129 376,72851.09 羊毛製又は繊獣毛製の糸（小売用にしたものに限る。）　Yarn of wool or of fine animal hair, put
up for retail sale

- 82551.10 粗獣毛製又は馬毛製の糸 （馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、 小売用に
したものであるかないかを問わない。）　Yarn of coarse animal hair or of horse-hair (including
gimped horse-hair yarn), whether or not put up for retail sale

97,783 4,889,24051.11 紡毛織物 （羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。）　Woven fabrics of carded wool or of carded
fine animal hair

1,786,999 16,972,62851.12 梳毛織物（羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。）　Woven fabrics of combed wool or of combed
fine animal hair

374 3,35851.13 毛織物 （粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。）　Woven fabrics of coarse animal hair or of
horsehair

7,720,744 58,856,276第 52 類　綿及び綿織物　Chapter 52 Cotton

324 4,30452.01 実綿及び繰綿 （カードし又はコームしたものを除く。）　Cotton, not carded or combed
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8,083 76,53552.02 綿のくず（糸くず及び反毛した繊維を含む。）　Cotton waste (including yarn waste and garnetted
stock)

34,070 272,64352.03 綿 （カードし又はコームしたものに限る。）　Cotton, carded or combed

10,913 163,92352.04 綿製の縫糸 （小売用にしたものであるかないかを問わない。）　Cotton sewing thread, whether
or not put up for retail sale

170,428 1,761,51052.05 綿糸 （綿の重量が全重量の 85% 以上のものに限るものとし、 縫糸及び小売用にしたものを除
く。）　Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by weight of cotton, not
put up for retail sale

76,554 489,65752.06 綿糸 （綿の重量が全重量の 85% 未満のものに限るものとし、 縫糸及び小売用にしたものを除
く。）　Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85% by weight of cotton,
not put up for retail sale

4,552 98,79752.07 綿糸（小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。）　Cotton yarn (other than sewing thread),
put up for retail sale

3,178,484 23,511,46552.08 綿織物 （綿の重量が全重量の 85% 以上で、 重量が 1m2 につき 200 g 以下のものに限る。）
　Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more
than 200 g/m2

2,269,381 20,293,27752.09 綿織物 （綿の重量が全重量の 85% 以上で、 重量が 1m2 につき 200 g を超えるものに限る。）
　Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than
200 g/m2

978,976 5,185,80752.10 綿織物 （綿の重量が全重量の 85% 未満のもので、 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維
のもののうち、 重量が 1m2 につき 200 g 以下のものに限る。）　Woven fabrics of cotton,
containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres,
weighing not more than 200 g/m2

741,154 5,545,15252.11 綿織物 （綿の重量が全重量の 85% 未満のもので、 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維
のもののうち、 重量が 1m2 につき 200 g を超えるものに限る。）　Woven fabrics, of cotton,
containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres,
weighing more than 200 g/m2

247,825 1,453,20652.12 その他の綿織物　Other woven fabrics of cotton

346,168 2,145,136第 53 類　その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物　Chapter 53
Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn:

- 2,77253.01 亜麻 （精紡したものを除く。） 並びにそのトウ及びくず （糸くず及び反毛した繊維を含む。）
Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garnetted
stock)

- -53.02 大麻 （カナビス ・ サティヴァ。 精紡したものを除く。） 並びにそのトウ及びくず （糸くず及び反
毛した繊維を含む。）　True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow
and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock)

319 31953.03 ジュートその他の紡織用靱皮繊維 （精紡したもの、 亜麻、 大麻及びラミーを除く。） 並びにそ
のトウ及びくず （糸くず及び反毛した繊維を含む。）　Jute and other textile bast fibres
(excluding flax, true hemp and ramie), raw or processed but not spun; tow and waste of these
fibres (including yarn waste and garnetted stock)

- 23353.05 ココやし、 アバカ （マニラ麻又はムサ ・ テクスティリス） 、 ラミーその他の植物性紡織用繊維
（他の項に該当するもの及び精紡したものを除く。） 並びにそのトウ、 ノイル及びくず （糸く
ず及び反毛した繊維を含む。）　Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie
and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not
spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock)

37,501 123,35753.06 亜麻糸　Flax yarn

9,180 24,46753.07 第 53.03 項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の糸　Yarn of jute or of other textile bast fibres
of heading 53.03

42,972 426,99053.08 その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸　Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

237,084 1,394,72853.09 亜麻織物　Woven fabrics of flax

- 1,55453.10 第 53.03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の織物　Woven fabrics of jute or of other textile
bast fibres of heading No: 53.03

19,112 170,71653.11 その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物　Woven fabrics of other vegetable textile
fibres; woven fabrics of paper yarn

19,444,745 192,822,372第 54 類　人造繊維の長繊維及びその織物　Chapter 54 Man-made filaments

262,777 2,628,05854.01 縫糸 （人造繊維の長繊維のものに限るものとし、 小売用にしたものであるかないかを問わな
い。）　Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale

5,980,507 58,411,99154.02 合成繊維の長繊維の糸 （67 デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、 縫糸及び小売
用にしたものを除く。）　Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail
sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex

1,135,647 12,192,05554.03 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、
縫糸及び小売用にしたものを除く。）　Artificial filament yarn (other than sewing thread), not
put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex

892,243 9,792,98854.04 合成繊維の単繊維 （67 デシテックス以上のもので、 横断面の 大寸法が 1mm 以下のものに
限る。） 及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品 （例えば、 人造ストロー。
見掛け幅が 5mm 以下のものに限る。）　Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of
which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial
straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm

5,720 156,00754.05 再生繊維又は半合成繊維の単繊維 （67 デシテックス以上のもので、 横断面の 大寸法が
1mm 以下のものに限る。） 及び再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに
類する物品 （例えば人造ストロー。 見掛け幅が 5mm 以下のものに限る。）　Artificial
monofilament, of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1
mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent
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width not exceeding 5 mm

20,080 199,64354.06 人造繊維の長繊維の糸（小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。）　Man-made filament
yarn (other than sewing thread), put up for retail sale

9,336,805 92,276,02154.07 合成繊維の長繊維の糸の織物（第54.04項の材料の織物を含む。）　Woven fabrics of synthetic
filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 54.04

1,810,966 17,165,60954.08 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物 （第 54.05 項の材料の織物を含む。）　Woven
fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading
54.05

14,307,762 153,815,904第 55 類　人造繊維の短繊維及びその織物　Chapter 55 Man-made staple fibres

1,997,173 20,454,98555.01 合成繊維の長繊維のトウ　Synthetic filament tow

3,021,024 36,714,71255.02 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ　Artificial filament tow

4,591,683 50,900,11755.03 合成繊維の短繊維 （カード、 コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。）　Synthetic
staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning

433,882 4,666,97555.04 再生繊維又は半合成繊維の短繊維 （カード、 コームその他の紡績準備の処理をしたものを除
く。）　Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning

146,332 1,442,98455.05 人造繊維のくず （ノイル、 糸くず及び反毛した繊維を含む。）　Waste (including noils, yarn
waste and garnetted stock) of man-made fibres

48,875 621,04855.06 合成繊維の短繊維 （カード、 コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。）　Synthetic
staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning

1,404 51,05455.07 再生繊維又は半合成繊維の短繊維 （カード、 コームその他の紡績準備の処理をしたものに限
る。）　Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning

61,652 594,13555.08 縫糸 （人造繊維の短繊維のものに限るものとし、 小売用にしたものであるかないかを問わな
い。）　Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale

161,963 2,939,33755.09 合成繊維の紡績糸 （縫糸及び小売用にしたものを除く。）　Yarn (other than sewing thread) of
synthetic staple fibres, not put up for retail sale

71,949 562,34655.10 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸 （縫糸及び小売用にしたものを除く。）　Yarn (other than
sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale

2,672 39,51155.11 人造繊維の紡績糸 （小売用にしたものに限るものとし、 縫糸を除く。）　Yarn (other than sewing
thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale

682,523 7,410,64155.12 合成繊維の短繊維の織物 （合成繊維の短繊維の重量が全重量の 85% 以上のものに限る。）
　Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of synthetic
staple fibres

853,576 5,665,13555.13 合成繊維の短繊維の織物 （合成繊維の短繊維の重量が全重量の 85% 未満のもののうち、 混
用繊維の全部又は大部分が綿のもので、 重量が 1m2 につき 170 g 以下のものに限る。）
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres,
mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m2

504,903 5,195,90655.14 合成繊維の短繊維の織物 （合成繊維の短繊維の重量が全重量の 85% 未満のもののうち、 混
用繊維の全部又は大部分が綿のもので、 重量が 1m2 につき 170 g を超えるものに限る。）
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres,
mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m2

1,294,706 12,896,14955.15 合成繊維の短繊維のその他の織物　Other woven fabrics of synthetic staple fibres

433,445 3,660,86955.16 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物　Woven fabrics of artificial staple fibres

7,882,213 87,783,995第 56 類　ウォッディング、 フェルト、 不織布及び特殊糸並びにひも、 綱及びケーブル並びに
これらの製品　Chapter 56 Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage,
ropes and cables and articles thereof

1,033,531 11,050,37656.01 紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが 5mm 以下の紡織用繊維 （フロック）、
紡織用繊維のダスト及びミルネップ　Wadding of textile materials and articles thereof; textile
fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps

461,351 4,127,33456.02 フェルト （染み込ませ、 塗布し、 被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。）　Felt,
whether or not impregnated, coated, covered or laminated

4,990,592 57,892,63356.03 不織布 （染み込ませ、 塗布し、 被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。）
Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated

96,677 1,087,17556.04 ゴム糸及びゴムひも （紡織用繊維で被覆したものに限る。） 並びに紡織用繊維の糸及び第
54.04 項又は第 54.05 項のストリップその他これに類する物品 （ゴム又はプラスチックを染み
込ませ、 塗布し又は被覆したものに限る。）　Rubber thread and cord, textile covered; textile
yarn, and strip and the like of heading 54.04 or 54.05, impregnated, coated, covered or
sheathed with rubber or plastics

229,841 2,787,00356.05 金属を交えた糸（紡織用繊維の糸及び第 54.04 項又は第 54.05 項のストリップその他これに類
する物品で、 糸状、 ストリップ状又は粉状の金属と結合したもの及び金属で被覆したものに
限るものとし、 ジンプヤーンであるかないかを問わない。）　Metallised yarn, whether or not
gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 54.04 or 54.05, combined with metal
in the form of thread, strip or powder or covered with metal

188,464 1,038,77856.06 ジンプヤーン（第 54.04 項又は第 54.05 項のストリップその他これに類する物品をしんに使用し
たものを含むものとし、 第 56.05 項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを除
く。） 、 シェニールヤーン （フロックシェニールヤーンを含む。） 及びループウェールヤーン
　Gimped yarn, and strip and the like of heading 54.04 or 54.05, gimped (other than those of
heading 56.05 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop
wale-yarn

445,277 4,668,47156.07 ひも、 綱及びケーブル （組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、 塗
布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。）　Twine, cordage, ropes and cables,
whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed
with rubber or plastics
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408,555 4,860,65856.08 結び網地 （ひも又は綱から製造したものに限る。） 及び漁網その他の網 （製品にしたもので、
紡織用繊維製のものに限る。）　Knotted netting of twine, cordage or ropes; made up fishing
nets and other made up nets, of textile materials

27,925 271,56756.09 糸、 第 54.04 項若しくは第 54.05 項のストリップその他これに類する物品、 ひも、 綱又はケー
ブルの製品 （他の項に該当するものを除く。）　Articles of yarn, strip or the like of heading
54.04 or 54.05, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included

246,035 4,078,901第 57 類　じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物　Chapter 57 Carpets and other textile
floor coverings

6,300 23,19657.01 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 （結びパイルのものに限るものとし、 製品にしたも
のであるかないかを問わない。）　Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether
or not made up

54,724 449,89057.02 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 （ケレムラグ、 シュマックラグ、 カラマニラグその他
これらに類する手織りの敷物を含み、 織物製のものに限るものとし、 製品にしたものである
かないかを問わず、 タフトし又はフロック加工をしたものを除く。）　Carpets and other textile
floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up, including "Kelem",
"Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs

169,634 3,187,86657.03 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 （タフトしたものに限るものとし、 製品にしたもので
あるかないかを問わない。）　Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not
made up

3,029 51,23957.04 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 （フェルト製のものに限るものとし、 製品にしたもの
であるかないかを問わず、 タフトし又はフロック加工をしたものを除く。）　Carpets and other
textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up

12,348 366,71057.05 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 （製品にしたものであるかないかを問わないものと
し、 この類の他の項に該当するものを除く。）　Other carpets and other textile floor coverings,
whether or not made up

2,125,519 21,413,132第 58 類　特殊織物、 タフテッド織物類、 レース、 つづれ織物、 トリミング及びししゅう布
Chapter 58 Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings;
embroidery

217,450 2,745,84258.01 パイル織物及びシェニール織物 （第 58.02 項又は第 58.06 項の織物類を除く。）　Woven pile
fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 58.02 or 58.06

33,833 290,28658.02 テリータオル地その他のテリー織物 （第 58.06 項の細幅織物類を除く。） 及びタフテッド織物類
（第 57.03 項の物品を除く。）　Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than
narrow fabrics of heading 58.06; tufted textile fabrics, other than products of heading 57.03

81,963 895,56958.03 もじり織物 （第 58.06 項の細幅織物類を除く。）　Gauze, other than narrow fabrics of heading
58.06

190,349 1,769,60358.04 チュールその他の網地 （織ったもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。） 及びレー
ス （レース地及びモチーフに限るものとし、 第 60.02 項から第 60.06 項までの編物を除く。）
　Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the
piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 60.02 to 60.06:

- 3,41958.05 ゴブラン織り、 フランダース織り、 オービュソン織り、 ボーベ織りその他これらに類する手織り
のつづれ織物及びプチポワン、 クロスステッチ等を使用して手針によりつづれ織り風にした
織物 （製品にしたものであるかないかを問わない。）　Hand-woven tapestries of the type
Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needleworked tapestries (for
example, petit point, cross stitch), whether or not made up

948,180 8,451,99158.06 細幅織物 （第 58.07 項の物品を除く。） 及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織
物類 （ボルダック）　Narrow woven fabrics, other than goods of heading 58.07; narrow fabrics
consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)

241,336 2,108,91258.07 紡織用繊維から成るラベル、 バッジその他これらに類する物品 （反物状又はストリップ状のも
の及び特定の形状又は大きさに切ったものに限るものとし、 ししゅうしたものを除く。）
Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or
size, not embroidered

73,347 607,16558.08 組ひも及び装飾用トリミング （そのまま特定の用途に供しないものに限るものとし、 装飾用トリミ
ングにあっては、ししゅうしたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。）並びにタッ
セル、 ポンポンその他これらに類する製品　Braids in the piece; ornamental trimmings in the
piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar
articles

33,004 323,59258.09 金属糸又は第 56.05 項の金属を交えた糸の織物 （衣類、 室内用品その他これらに類する物
品に使用する種類のものに限るものとし、 他の項に該当するものを除く。）　Woven fabrics of
metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 56.05, of a kind used in apparel,
as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included

280,760 3,554,40658.10 ししゅう布 （モチーフを含む。）　Embroidery in the piece, in strips or in motifs

25,297 662,34758.11 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキ
ルティングした物品 （第 58.10 項のししゅう布を除く。）　Quilted textile products in the piece,
composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or
otherwise, other than embroidery of heading 58.10

7,792,698 84,782,852第 59 類　染み込ませ、 塗布し、 被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡
織用繊維製品　Chapter 59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics;
textile articles of a kind suitable for industrial use

9,593 120,20659.01 書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類でガム又はでん粉
質の物質を塗布したもの、 トレーシングクロス、 画用カンバス及びハットファンデーション用
バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類　Textile fabrics coated with gum or
amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth;
prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat
foundations

334,828 4,307,66259.02 タイヤコードファブリック （ナイロンその他のポリアミド、 ポリエステル又はビスコースレーヨンの
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強力糸のものに限る。）　Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides,
polyesters or viscose rayon

4,036,315 42,102,13259.03 紡織用繊維の織物類 （プラスチックを染み込ませ、 塗布し、 被覆し又は積層したものに限る
ものとし、 第 59.02 項のものを除く。）　Textile fabrics impregnated, coated, covered or
laminated with plastics, other than those of heading 59.02

1,717 4,51259.04 リノリウム及び床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆したもの （特定の形状に切つ
てあるかないかを問わない。）　Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings
consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape

8,087 123,26959.05 紡織用繊維の壁面被覆材　Textile wall coverings

653,657 5,895,46459.06 ゴム加工をした紡織用繊維の織物類 （第 59.02 項のものを除く。）　Rubberised textile fabrics,
other than those of heading 59.02

151,505 1,328,49759.07 その他の紡織用繊維の織物類 （染み込ませ、 塗布し又は被覆したものに限る。） 及び劇場用
又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する図案を描いた織物類　Textile
fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery,
studio back-cloths or the like

8,908 107,61659.08 紡織用繊維製のしん （織り、 組み又は編んだもので、 ランプ用、 ストーブ用、 ライター用、
ろうそく用その他これらに類する用途に供するものに限る。） 並びに白熱ガスマントル及び白
熱ガスマントル用の管状編物 （染み込ませてあるかないかを問わない。）　Textile wicks,
woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas
mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated

27,734 252,70559.09 紡織用繊維製のホースその他これに類する管状の製品 （他の材料により内張りし又は補強し
たもの及び他の材料の附属品を有するものを含む。）　Textile hosepiping and similar textile
tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials

316,312 2,963,55259.10 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング （紡織用繊維製のものに限るものとし、 プラス
チックを染み込ませ、 塗布し、 被覆し若しくは積層してあるかないか又は金属その他の材料
により補強してあるかないかを問わない。）　Transmission or conveyor belts or belting, of
textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or
reinforced with metal or other material

2,244,042 27,577,23759.11 紡織用繊維の物品及び製品 （技術的用途に供するもので、 この類の注 7 のものに限る。）
Textile products and articles, for technical uses, specified in Note 7 to this Chapter

6,191,685 60,300,248第 60 類　メリヤス編物及びクロセ編物　Chapter 60 Knitted or crocheted fabrics

210,435 2,216,91560.01 パイル編物 （ロングパイル編物及びテリー編物を含むものとし、 メリヤス編み又はクロセ編みの
ものに限る。）　Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted

265,632 3,024,32460.02 メリヤス編物及びクロセ編物 （幅が 30 センチメートル以下で、 弾性糸又はゴム糸の重量が全
重量の 5% 以上のものに限るものとし、 第 60.01 項のものを除く。）　Knitted or crocheted
fabrics of a width not exceeding 30cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or
rubber thread, other than those of heading 60.01

164,779 1,845,14860.03 メリヤス編物及びクロセ編物 （幅が 30 センチメートル以下のものに限るものとし、 第 60.01 項
及び第 60.02 項のものを除く。）　Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30cm,
other than those of heading 60.01 or 60.02

1,709,850 16,056,80560.04 メリヤス編物及びクロセ編物 （幅が 30 センチメートルを超え、 弾性糸又はゴム糸の重量が全
重量の 5% 以上のものに限るものとし、 第 60.01 項のものを除く。）　Knitted or crocheted
fabrics of a width exceeding 30cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or
rubber thread, other than those of heading 60.01.

1,266,535 13,233,72560.05 たてメリヤス編物（ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第 60.01 項から第 60.04
項までのものを除く。）　Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting
machines), other than those of headings 60.01 to 60.04

2,574,454 23,923,33160.06 その他のメリヤス編物及びクロセ編物　Other knitted or crocheted fabrics

1,252,538 15,378,748第 61 類　衣類及び衣類附属品 （メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）　Chapter 61
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

2,575 94,31961.01 男子用のオーバーコート、 カーコート、 ケープ、 クローク、 アノラック （スキージャケットを含
む。） 、 ウインドチーター、 ウインドジャケットその他これらに類する製品 （メリヤス編み又は
クロセ編みのものに限るものとし、 第 61.03 項のものを除く。）　Men's or boys' overcoats, car-
coats, capes, cloaks, anoraks (including ski- jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar
articles, knitted or crocheted, other than those of heading 61.03

15,178 187,00061.02 女子用のオーバーコート、 カーコート、 ケープ、 クローク、 アノラック （スキージャケットを含
む。） 、 ウインドチーター、 ウインドジャケットその他これらに類する製品 （メリヤス編み又は
クロセ編みのものに限るものとし、 第 61.04 項のものを除く。）　Women's or girls' overcoats,
car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski- jackets), wind-cheaters, wind-jackets and
similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 61.04

5,253 91,92661.03 男子用のスーツ、 アンサンブル、 ジャケット、 ブレザー、 ズボン、 胸当てズボン、 半ズボン
及びショーツ （水着を除く。） （メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）　Men's or boys'
suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other
than swimwear), knitted or crocheted

56,725 862,00061.04 女子用のスーツ、 アンサンブル、 ジャケット、 ブレザー、 ドレス、 スカート、 キュロットスカー
ト、 ズボン、 胸当てズボン、 半ズボン及びショーツ （水着を除く。） （メリヤス編み又はクロ
セ編みのものに限る。）　Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts,
divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear),
knitted or crocheted

174,650 1,855,01861.05 男子用のシャツ （メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）　Men's or boys' shirts, knitted or
crocheted

69,909 1,218,89161.06 女子用のブラウス、 シャツ及びシャツブラウス （メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）
Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted

23,753 172,62461.07 男子用のパンツ、 ズボン下、 ブリーフ、 ナイトシャツ、 パジャマ、 バスローブ、 ドレッシング
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ガウンその他これらに類する製品 （メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）　Men's or
boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles,
knitted or crocheted

64,450 539,80161.08 女子用のスリップ、 ペティコート、 ブリーフ、 パンティ、 ナイトドレス、 パジャマ、 ネグリジェ、
バスローブ、 ドレッシングガウンその他これらに類する製品 （メリヤス編み又はクロセ編みの
ものに限る。）　Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas,
negliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

206,236 2,599,40561.09 T シャツ、シングレットその他これらに類する肌着（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）
　T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

252,994 3,750,45361.10 ジャージー、 プルオーバー、 カーディガン、 ベストその他これらに類する製品 （メリヤス編み
又はクロセ編みのものに限る。）　Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats and similar
articles, knitted or crocheted

4,787 113,27261.11 乳児用の衣類及び衣類附属品 （メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）　Babies'
garments and clothing accessories, knitted or crocheted

16,672 164,24561.12 トラックスーツ、 スキースーツ及び水着 （メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）　Track
suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted

6,426 20,23561.13 衣類 （第 59.03 項、 第 59.06 項又は第 59.07 項のメリヤス編物又はクロセ編物から製品にした
ものに限る。）　Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading 59.03, 59.06 or
59.07

13,953 267,17761.14 その他の衣類 （メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）　Other garments, knitted or
crocheted

216,820 2,082,42861.15 パンティストッキング、 タイツ、 ストッキング、 ソックスその他の靴下類 （段階的圧縮靴下 （例
えば、 静脈瘤症用のストッキング） 及び履物として使用するもの （更に別の底を取り付けて
ないものに限る。）を含むものとし、 メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）　Panty hose,
tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compression hosiery (for
example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or
crocheted:

16,815 279,09261.16 手袋、 ミトン及びミット （メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）　Gloves, mittens and mitts,
knitted or crocheted

105,342 1,080,86261.17 その他の衣類附属品 （製品にしたもので、 メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。） 及び
衣類又は衣類附属品の部分品 （メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）　Other made
up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of
clothing accessories

1,635,644 18,237,769第 62 類　衣類及び衣類附属品 （メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。）　Chapter 62
Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted

36,106 902,68362.01 男子用のオーバーコート、 カーコート、 ケープ、 クローク、 アノラック （スキージャケットを含
む。）、 ウインドチーター、 ウインドジャケットその他これらに類する製品 （第 62.03 項のもの
を除く。）　Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets),
wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 62.03

66,896 1,186,42462.02 女子用のオーバーコート、 カーコート、 ケープ、 クローク、 アノラック （スキージャケットを含
む。）、 ウインドチーター、 ウインドジャケットその他これらに類する製品 （第 62.04 項のもの
を除く。）　Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-
jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 62.04

338,397 2,557,59362.03 男子用のスーツ、 アンサンブル、 ジャケット、 ブレザー、 ズボン、 胸当てズボン、 半ズボン
及びショーツ （水着を除く。）　Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib
and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)

338,836 4,573,36862.04 女子用のスーツ、 アンサンブル、 ジャケット、 ブレザー、 ドレス、 スカート、 キュロットスカー
ト、 ズボン、 胸当てズボン、 半ズボン及びショーツ （水着を除く。）　Women's or girls' suits,
ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts (other than swimwear)

39,721 606,99062.05 男子用のシャツ　Men's or boys' shirts

60,323 1,063,56962.06 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス　Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses

2,202 26,20462.07 男子用のシングレットその他これに類する肌着、 パンツ、 ズボン下、 ブリーフ、 ナイトシャツ、
パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品　Men's or boys' singlets
and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar
articles

8,273 74,61362.08 女子用のシングレットその他これに類する肌着、 スリップ、 ペティコート、 ブリーフ、 パンティ、
ナイトドレス、 パジャマ、 ネグリジェ、 バスローブ、 ドレッシングガウンその他これらに類する
製品　Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses,
pyjamas, negliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles

2,014 30,65962.09 乳児用の衣類及び衣類附属品　Babies' garments and clothing accessories

15,696 129,36862.10 衣類 （第 56.02 項、 第 56.03 項、 第 59.03 項、 第 59.06 項又は第 59.07 項の織物類から製
品にしたものに限る。）　Garments, made up of fabrics of heading 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 or
59.07

112,083 1,333,36962.11 トラックスーツ、 スキースーツ及び水着並びにその他の衣類　Track suits, ski suits and
swimwear; other garments

366,307 3,341,35762.12 ブラジャー、 ガードル、 コルセット、 サスペンダー、 ガーターその他これらに類する製品及び
これらの部分品 （メリヤス編みであるかないか又はクロセ編みであるかないかを問わない。）
Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof,
whether or not knitted or crocheted

15,046 175,35662.13 ハンカチ　Handkerchiefs

94,236 854,89562.14 ショール、 スカーフ、 マフラー、 マンティーラ、 ベールその他これらに類する製品　Shawls,
scarves, mufflers, mantillas, veils and the like
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718 33,31262.15 ネクタイ　Ties, bow ties and cravats

5,716 62,34562.16 手袋、 ミトン及びミット　Gloves, mittens and mitts, of textile materials

133,074 1,285,66462.17 その他の衣類附属品（製品にしたものに限る。）及び衣類又は衣類附属品の部分品（第 62.12
項のものを除く。）　Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing
accessories, other than those of heading 62.12

1,793,124 21,813,256第 63 類　紡織用繊維のその他の製品、 セット、 中古の衣類、 紡織用繊維の中古の物品及
びぼろ　Chapter 63 Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile
articles; rags

58,236 313,28363.01 毛布及びひざ掛け　Blankets and travelling rugs

62,508 891,59963.02 ベッドリネン、 テーブルリネン、 トイレットリネン及びキッチンリネン　Bed linen, table linen, toilet
linen and kitchen linen

5,575 100,86863.03 カーテン （ドレープを含む。） 、 室内用ブラインド、 カーテンバランス及びベッドバランス
Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances

1,480 44,69763.04 その他の室内用品 （第 94.04 項のものを除く。）　Other furnishing articles, excluding those of
heading 94.04

9,080 137,56163.05 包装に使用する種類の袋　Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods

3,325 2,671,85463.06 ターポリン及び日よけ、 テント、 帆 （ボート用、 セールボード用又はランドクラフト用のものに
限る。） 並びにキャンプ用品　Tarpaulins, awnings and sunblind; tents; sails for boats,
sailboards or landcraft; camping goods

819,723 9,185,86163.07 その他のもの（ドレスパターンを含むものとし、製品にしたものに限る。）　Other made up articles,
including dress patterns

1,469 9,36563.08 織物と糸から成るセット （附属品を有するか有しないかを問わないものとし、 ラグ、 つづれ織
物、 ししゅうを施したテーブルクロス又はナプキンその他これらに類する紡織用繊維製品を
作るためのもので、 小売用の包装をしたものに限る。）　Sets consisting of woven fabric and
yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table
cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale

739,463 7,561,22463.09 中古の衣類その他の物品　Worn clothing and other worn articles, of textile materials

92,265 896,94463.10 ぼろ及びくず （ひも、 綱若しくはケーブル又はこれらの製品のものに限る。） （紡織用繊維の
ものに限る。）　Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles
of twine, cordage, rope or cables, of textile materials

1,583,911 17,594,672第 12 部　履物、 帽子、 傘、 つえ、 シートステッキ及びむち並びにこれ
らの部分品、 調製羽毛、 羽毛製品、 造花並びに人髪製品　Section
XII Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks,
seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof; prepared feathers
and articles made therewith; artificial flowers; articles of human
hair

502,640 5,869,705第 64 類　履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品　Chapter 64
Footwear, gaiters and the like; parts of such articles

17,660 178,10464.01 防水性の履物 （本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限るものとし、 縫合、 リベッ
ト締め、 くぎ打ち、 ねじ締め、 プラグ止めその他これらに類する方法により甲を底に固定し
又は組み立てたものを除く。）　Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or
of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching,
riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes

115,434 1,146,12464.02 その他の履物 （本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。）　Other footwear with
outer soles and uppers of rubber or plastics

127,482 1,317,90964.03 履物 （本底がゴム製、 プラスチック製、 革製又はコンポジションレザー製で、 甲が革製のもの
に限る。）　Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and
uppers of leather

34,901 798,07964.04 履物 （本底がゴム製、 プラスチック製、 革製又はコンポジションレザー製で、 甲が紡織用繊
維製のものに限る。）　Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition
leather and uppers of textile materials

5,268 63,40664.05 その他の履物　Other footwear

201,895 2,366,08364.06 履物の部分品 （甲を含むものとし、 本底以外の底を取り付けてあるかないかを問わない。） 及
び取り外し可能な中敷き、 ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、 レギ
ンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品　Parts of footwear (including uppers
whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and
similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof

1,057,733 11,295,335第 65 類　帽子及びその部分品　Chapter 65 Headgear and parts thereof

- -65.01 フェルト製の帽体 （成型し又はつばを付けたものを除く。） 並びにフェルト製のプラトウ及びマ
ンション （スリットマンションを含む。）　Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked
to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt

- 95665.02 帽体 （組んだもの及びストリップ （材料を問わない。） を組み合わせて作ったものに限るものと
し、 成型し、 つばを付け、 裏張りし又はトリミングしたものを除く。）　Hat-shapes, plaited or
made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor
lined, nor trimmed

1,089 11,06765.04 帽子 （組んだもの及びストリップ （材料を問わない。） を組み合わせて作ったものに限るものと
し、 裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。）　Hats and other
headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or
trimmed

9,985 330,70665.05 帽子 （メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、 フェルトその他の紡織用繊維の織物類
（ストリップのものを除く。） から作ったものに限るものとし、 裏張りしてあるかないか又はトリミ
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ングしてあるかないかを問わない。） 及びヘアネット （材料を問わないものとし、 裏張りして
あるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。）　Hats and other headgear, knitted
or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips),
whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed

1,044,812 10,905,34665.06 その他の帽子 （裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。）　Other
headgear, whether or not lined or trimmed

1,847 47,26065.07 帽子用のすべり革、 裏、 カバー、 ハットファンデーション、 ハットフレーム、 ひさし及びあご
ひも　Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for
headgear

1,947 54,574第 66 類　傘、 つえ、 シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品　Chapter 66 Umbrellas,
sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof

1,297 37,63966.01 傘 （つえ兼用傘、 ビーチパラソルその他これらに類するものを含む。）　Umbrellas and sun
umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

650 11,05166.02 つえ、 シートステッキ、 むちその他これらに類する製品　Walking-sticks, seat-sticks, whips,
riding-crops and the like

- 5,88466.03 第 66.01 項又は第 66.02 項の製品の部分品、 トリミング及び附属品　Parts, trimmings and
accessories of articles of heading 66.01 or 66.02

21,591 375,058第 67 類　調製羽毛、 羽毛製品、 造花及び人髪製品　Chapter 67 Prepared feathers and
down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair

2,173 57,44267.01 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、 羽毛、 羽毛の部分及び鳥の綿毛並びにこれらの製品
（この項には、 第 05.05 項の物品並びに加工した羽軸及び羽茎を含まない。）　Skins and
other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles
thereof (other than goods of heading 05.05 and worked quills and scapes)

3,619 25,00767.02 人造の花、 葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品　Artificial flowers, foliage and fruit
and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit

440 39,05767.03 人髪 （仕上げをし、 梳き、 漂白し又はその他の加工をしたものに限る。） 及び羊毛、 獣毛そ
の他の紡織用繊維 （かつらその他これに類する物品の製造用に調製したものに限る。）
Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked; wool or other animal hair or
other textile materials, prepared for use in making wigs or the like

15,359 253,55267.04 かつら、 付けひげ、 付け眉毛、 付けまつげ、 かもじその他これらに類する物品 （人髪製、
獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。） 及び人髪製品 （他の項に該当するものを除く。）
　Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or
of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included

77,887,505 891,805,350第 13 部　石、 プラスター、 セメント、 石綿、 雲母その他これらに類する
材料の製品、 陶磁製品並びにガラス及びその製品　Section XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials;
ceramic products; glass and glassware

18,494,138 197,040,502第 68 類　石、 プラスター、 セメント、 石綿、 雲母その他これらに類する材料の製品　Chapter
68 Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials

- 1,95068.01 舗装用の石、 緑石及び敷石 （天然石のものに限るものとし、 スレートのものを除く。）　Setts,
curbstones and flagstones, of natural stone (except slate)

29,750 259,66968.02 加工した石碑用又は建築用の石及びその製品 （スレートを加工したもの及び第 68.01 項の物
品を除く。） 、 天然石 （スレートを含む。） 製のモザイクキューブその他これに類する物品
（裏張りしてあるかないかを問わない。） 並びに人工的に着色した天然石 （スレートを含む。）
の粒、 細片及び粉　Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof,
other than goods of heading 68.01; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate),
whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural
stone (including slate)

587 1,11668.03 スレート（加工したものに限る。）、スレート製品及び凝結スレート製品　Worked slate and articles
of slate or of agglomerated slate

4,405,207 46,551,96268.04 ミルストーン、 グラインドストーン、 グラインディングホイールその他これらに類する物品 （粉砕
用、 研磨用、 整形用又は切断用のものに限るものとし、 フレーム付きのものを除く。） 及び
手研ぎ用砥石並びにこれらの部分品で、 天然石製、 凝結させた天然若しくは人造の研磨
材料製又は陶磁製のもの （この項の物品については、 他の材料の部分品を有するか有し
ないかを問わない。）　Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without
frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or
polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial
abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials

2,086,824 21,767,81968.05 粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、 紙、 板紙その他の材料に付着さ
せた物品 （特定の形状に切り、 縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを
問わない。）　Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of
paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise
made up

2,121,910 21,424,23968.06 スラグウール、 ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及びはく離させたバーミキュラ
イト、 エキスパンデッドクレー、 フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料
並びに断熱用、 防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品 （第 68.11 項、 第
68.12 項又は第 69 類のものを除く。）　Slag wool, rock wool and similar mineral wools;
exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials;
mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral
materials, other than those of heading 68.11 or 68.12 or of Chapter 69

7,260 167,96868.07 アスファルトその他これに類する材料 （例えば、 石油アスファルト及びコールタールピッチ） の
製品　Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar
pitch)

6,460 74,24868.08 パネル、 ボード、 タイル、 ブロックその他これらに類する物品 （植物性繊維、 わら又はかん
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なくず、 ウッドチップ、 小片、 のこくずその他の木くずをセメント、 プラスターその他の鉱物
性結合材により凝結させたものに限る。）　Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of
vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood,
agglomerated with cement, plaster or other mineral binders

117,927 1,123,07768.09 プラスター又はプラスターをもととした材料から成る製品　Articles of plaster or of compositions
based on plaster

156,356 1,730,03468.10 セメント製品、コンクリート製品及び人造石製品（補強してあるかないかを問わない。）　Articles
of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced

2,917 57,44868.11 石綿セメント製品、 セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品　Articles of
asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like

1,220 3,75168.12 石綿繊維 （加工したものに限る。）、 石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとを
もととした混合物並びにこれらの混合物又は石綿の製品 （例えば、 糸、 織物、 衣類、 帽
子、 履物及びガスケット。 補強してあるかないかを問わないものとし、 第 68.11 項又は第
68.13 項の物品を除く。）　Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with
a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for
example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not
reinforced, other than goods of heading 68.11 or 68.13

3,124,425 34,369,98668.13 ブレーキ用、 クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品 （例えば、
シート、 ロール、 ストリップ、 セグメント、 ディスク、 ワッシャー及びパッド。 取り付けてない
もので、 石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、 紡織用繊維
その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。）　Friction material and articles
thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for
brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of
cellulose, whether or not combined with textile or other materials

113,914 1,659,87768.14 雲母 （加工したものに限る。） 及び雲母製品 （凝結雲母及び再生雲母を含むものとし、 紙、
板紙その他の材料により支持してあるかないかを問わない。）　Worked mica and articles of
mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper,
paperboard or other materials

6,319,381 67,847,35868.15 石その他の鉱物性材料の製品 （炭素繊維及びその製品並びに泥炭製品を含むものとし、 他
の項に該当するものを除く。）　Articles of stone or of other mineral substances (including
carbon fibers, articles of carbon fibers and articles of peat), not elsewhere specified or included

11,007,805 123,228,038第 69 類　陶磁製品　Chapter 69 Ceramic products

5,580 142,58469.01 れんが、 ブロック、 タイルその他の陶磁製品 （けいそう土その他これに類するけい酸質の土か
ら製造したものに限る。）　Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil
meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths

1,184,052 14,244,55569.02 耐火れんが、 耐火ブロック、 耐火タイルその他これらに類する建設用陶磁製耐火製品 （けい
そう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除く。）　Refractory bricks,
blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous
fossil meals or similar siliceous earths

1,943,625 20,318,83069.03 その他の陶磁製耐火製品 （例えば、 レトルト、 るつぼ、 マッフル、 ノズル、 プラグ、 支持
物、 キューペル、 管、 さや及び棒。 けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造
したものを除く。）　Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles,
nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous
fossil meals or of similar siliceous earths

612 13,16769.04 陶磁製の建設用れんが、 床用ブロック、 サポートタイル、 フィラータイルその他これらに類す
る物品　Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like

126,426 1,120,77769.05 かわら、 煙突用品、 建築用装飾品その他の建設用陶磁製品　Roofing tiles, chimney-pots,
cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods

19,915 260,07669.06 陶磁製の管、 導管、 とい及び管用継手　Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings

100,450 841,75069.07 陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル （うわぐすりを施したものを除く。） 並びに陶磁
製のモザイクキューブその他これに類する物品 （うわぐすりを施したものを除くものとし、 裏
張りしてあるかないかを問わない。）　Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles;
unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing

307,586 2,697,89069.08 陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル （うわぐすりを施したものに限る。） 並びに陶磁
製のモザイクキューブその他これに類する物品 （うわぐすりを施したものに限るものとし、 裏
張りしてあるかないかを問わない。）　Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles;
glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing

5,658,508 65,068,88669.09 陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品、 農業に使用する種類のおけ、 かめそ
の他これらに類する容器及び輸送又は包装に使用する種類のつぼ、 ジャーその他これらに
類する製品　Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs,
tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles
of a kind used for the conveyance or packing of goods

140,875 1,683,78769.10 陶磁製の台所用流し、 洗面台、 浴槽、 ビデ、 便器、 水洗用水槽その他これらに類する衛
生用備付品　Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet
pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures

446,150 4,632,88369.11 磁器製の食卓用品、 台所用品その他の家庭用品及び化粧用品　Tableware, kitchenware,
other household articles and toilet articles, of porcelain or china

174,164 1,899,61069.12 陶磁製の食卓用品、 台所用品その他の家庭用品及び化粧用品 （磁器製のものを除く。）
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of
porcelain or china

61,202 744,64769.13 陶磁製の小像その他の装飾品　Statuettes and other ornamental ceramic articles

838,660 9,558,59669.14 その他の陶磁製品　Other ceramic articles

48,385,562 571,536,810第 70 類　ガラス及びその製品　Chapter 70 Glass and glassware

989,743 9,714,67870.01 ガラスのくず及び塊　Cullet and other waste and scrap of glass; glass in the mass
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2,854,498 33,572,04470.02 ガラスの球 （第 70.18 項のマイクロスフィアを除く。）、 棒及び管 （加工してないものに限る。）
　Glass in balls (other than microspheres of heading 70.18), rods or tubes, unworked

62,249 574,53970.03 鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス （吸収層、 反射層又は無反射
層を有するか有しないかを問わないものとし、 その他の加工をしたものを除く。）　Cast glass
and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-
reflecting layer, but not otherwise worked

17,106,985 228,869,95970.04 引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス （吸収層、 反射層又は無反射層を有するか有
しないかを問わないものとし、 その他の加工をしたものを除く。）　Drawn glass and blown
glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not
otherwise worked

6,509,699 67,389,21970.05 フロート板ガラス及び磨き板ガラス （吸収層、 反射層又は無反射層を有するか有しないかを問
わないものとし、その他の加工をしたものを除く。）　Float glass and surface ground or polished
glass, in sheets, whether or not having an absorbent,  reflecting or non-reflecting layer, but not
otherwise worked

6,114,715 60,745,95670.06 ガラス （第 70.03 項から第 70.05 項までのガラスを曲げ、 縁加工し、 彫り、 穴をあけ、 ほうろ
う引きをし又はその他の加工をしたものに限るものとし、 枠付きのもの及び他の材料を取り付
けたものを除く。）　Glass of heading 70.03, 70.04, or 70.05, bent, edge-worked, engraved,
drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials

872,630 10,516,75870.07 安全ガラス （強化ガラス及び合わせガラスに限る。）　Safety glass, consisting of toughened
(tempered) or laminated glass

5,653 96,12570.08 断熱用複層ガラス　Multiple-walled insulating units of glass

700,347 7,501,50770.09 ガラス鏡 （枠付きであるかないかを問わないものとし、 バックミラーを含む。）　Glass mirrors,
whether or not framed, including rear-view mirrors

243,007 2,650,51270.10 ガラス製の瓶、 フラスコ、 ジャー、 つぼ、 アンプルその他の容器 （輸送又は包装に使用する
種類のものに限る。） 、 保存用ジャー及び栓、 ふたその他これらに類する物品　Carboys,
bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the
conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of
glass

130,606 1,673,10270.11 ガラス製のバルブ、 チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分品
（電灯、 陰極線管その他これらに類する物品に使用するもので取付具を有しないものに限
る。）　Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without
fittings, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like

599,678 6,358,48970.13 ガラス製品 （食卓用、 台所用、 化粧用、 事務用、 室内装飾用その他これらに類する用途に
供する種類のものに限るものとし、第 70.10 項又は第 70.18 項のものを除く。）　Glassware of
a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than
that of heading 70.10 or 70.18)

4,721,923 49,836,21570.14 ガラス製の信号用品及び光学用品 （第 70.15 項のもの及び光学的に研磨したものを除く。）
Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 70.15), not
optically worked

4,352 49,88470.15 時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用 （視力矯正用であるかないかを問わな
い。） のガラス （曲面のもの、 曲げたもの、 中空のものその他これらに類する形状のものに
限るものとし、 光学的に研磨したものを除く。） 並びにこれらの製造に使用する中空の球面
ガラス及びそのセグメント　Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-
corrective or corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked;
hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses

37,362 183,77270.16 ガラス製の舗装用ブロック、 スラブ、 れんが、 タイルその他の建築又は建設に使用する種類
の製品 （プレスし又は成型したものに限るものとし、 金属の線又は網を入れてあるかないか
を問わない。） 、 ガラス製のキューブその他の細貨 （モザイク用その他これに類する装飾用
のものに限るものとし、 裏張りしてあるかないかを問わない。）、 ステンドグラスその他これに
類するガラス及びブロック、パネル、板、殻その他これらに類する形状の多泡ガラス　Paving
blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or
not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass
smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded
lights and the like; multicellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms

700,731 6,053,04170.17 理化学用又は衛生用のガラス製品 （目盛りを付してあるかないかを問わない。）　Laboratory,
hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated

369,861 3,460,95470.18 ガラス製のビーズ、 模造真珠、 模造貴石、 模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれ
らの製品 （身辺用模造細貨類を除く。）、 ガラス製の眼 （人体用のものを除く。）、 ランプ加
工をしたガラス製の小像その他の装飾品 （身辺用模造細貨類を除く。） 並びにガラス製のマ
イクロスフィア （直径が 1mm 以下のものに限る。）　Glass beads, imitation pearls, imitation
precious or semi-precious stones and similar glass smallwares, and articles thereof other than
imitation jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; statuettes and other ornaments of
lamp-worked glass, other than imitation jewellery; glass microspheres not exceeding 1 mm in
diameter

2,626,854 34,166,82570.19 ガラス繊維 （グラスウールを含む。） 及びその製品 （例えば、 ガラス繊維の糸及び織物）
Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, woven fabrics)

3,734,669 48,123,23170.20 その他のガラス製品　Other articles of glass

107,362,996 1,028,376,910第 14 部　天然又は養殖の真珠、 貴石、 半貴石、 貴金属及び貴金属を
張った金属並びにこれらの製品、 身辺用模造細貨類並びに貨幣
Section XIV Natural or cultured pearls, precious or semi-precious
stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles
thereof; imitation jewellery; coin

107,362,996 1,028,376,910第 71 類　天然又は養殖の真珠、 貴石、 半貴石、 貴金属及び貴金属を張った金属並びにこ
れらの製品、 身辺用模造細貨類並びに貨幣　Chapter 71 Natural or cultured pearls,
precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and
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articles thereof; imitation jewellery; coin

365,218 16,398,90571.01 天然又は養殖の真珠 （加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものと
し、 糸通しし又は取り付けたものを除く。 ただし、 天然又は養殖の真珠を輸送のために一
時的に糸に通したものを含む。）　Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded
but not strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience
of transport

235,428 2,071,77071.02 ダイヤモンド （加工してあるかないかを問わないものとし、 取り付けたものを除く。）　Diamonds,
whether or not worked, but not mounted or set

22,283 409,54971.03 貴石及び半貴石 （加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、 糸
通しし又は取り付けたもの及びダイヤモンドを除く。 ただし、 格付けしてない貴石 （ダイヤモ
ンドを除く。） 又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。）　Precious
stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but
not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious
stones, temporarily strung for convenience of transport

2,208,350 18,231,60171.04 合成又は再生の貴石及び半貴石 （加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わ
ないものとし、 糸通しし又は取り付けたものを除く。 ただし、 格付けしてない合成又は再生
の貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。）　Synthetic or
reconstructed precious or semi-precious stones, whether or not worked or graded but not
strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones,
temporarily strung for convenience of transport

59,770 672,84871.05 天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト及び粉　Dust and powder of natural or synthetic
precious or semi-precious stones

9,163,780 88,591,03271.06 銀 （金又は白金をめっきした銀を含むものとし、 加工してないもの、 一次製品及び粉状のも
のに限る。）　Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-
manufactured forms, or in powder form

163,109 1,906,56271.07 銀を張った卑金属 （一次製品を含むものとし、 更に加工したものを除く。）　Base metals clad
with silver, not further worked than semi-manufactured

58,403,982 521,132,62871.08 金 （白金をめっきした金を含むものとし、 加工してないもの、 一次製品及び粉状のものに限
る。）　Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi-manufactured forms,
or in powder form

25,824 238,68271.09 金を張った卑金属及び銀 （一次製品を含むものとし、 更に加工したものを除く。）　Base metals
or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured

8,278,385 112,823,26871.10 白金（加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。）　Platinum, unwrought or in semi-
manufactured forms, or in powder form

1,354 44,44071.11 白金を張った卑金属、 銀及び金 （一次製品を含むものとし、 更に加工したものを除く。）　Base
metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured

12,706,013 79,447,97671.12 貴金属又は貴金属を張った金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他
のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの　Waste and scrap of precious metal or of
metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious
metal compound of a kind used principally for the recovery of precious metal

8,370,000 114,415,27171.13 身辺用細貨類及びその部分品 （貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。）
Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal

47,001 469,86471.14 細工品及びその部分品 （貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。）　Articles of
goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with
precious metal

7,078,248 67,215,40671.15 その他の製品 （貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。）　Other articles of
precious metal or of metal clad with precious metal

165,677 3,047,35771.16 天然若しくは養殖の真珠又は天然、 合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品　Articles
of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or
reconstructed)

68,574 1,240,40471.17 身辺用模造細貨類　Imitation jewellery

- 19,34771.18 貨幣　Coin

545,635,198 6,166,470,036第 15 部　卑金属及びその製品　Section XV Base metals and articles of
base metal

294,147,352 3,402,808,704第 72 類　鉄鋼　Chapter 72 Iron and steel

19,537 1,439,11872.01 銑鉄及びスピーゲル （なまこ形、 ブロックその他の一次形状のものに限る。）　Pig iron and
spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms

4,462,705 61,605,34372.02 フェロアロイ　Ferro-alloys

42,238 432,96172.03 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼その他の海綿状の鉄鋼及び重量比による純度が99.94%以上
の鉄（ランプ、ペレットその他これらに類する形状のものに限る。）　Ferrous products obtained
by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar
forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms

25,723,020 288,562,34872.04 鉄鋼のくず及び鉄鋼の再溶解用のインゴット　Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots
of iron or steel

1,478,242 14,778,74772.05 銑鉄、 スピーゲル又は鉄鋼の粒及び粉　Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron
or steel

75,274 637,12372.06 鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの（第72.03項の鉄を除く。）　Iron and non-
alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 72.03)

18,403,671 224,473,49472.07 鉄又は非合金鋼の半製品　Semi-finished products of iron or non-alloy steel

69,130,137 779,614,80772.08 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品 （熱間圧延をしたもので幅が 600mm 以上のものに限る
ものとし、 クラッドし、 めっきし又は被覆したものを除く。）　Flat-rolled products of iron or non-
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alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated

23,867,610 289,387,48672.09 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品 （冷間圧延をしたもので、 幅が 600mm 以上のものに限
るものとし、 クラッドし、 めっきし又は被覆したものを除く。）　Flat-rolled products of iron or
non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or
coated

37,868,283 450,180,00072.10 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品 （クラッドし、 めっきし又は被覆したもので、 幅が 600mm
以上のものに限る。）　Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or
more, clad, plated or coated

947,056 11,171,92272.11 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品 （幅が 600mm 未満のものに限るものとし、 クラッドし、
めっきし又は被覆したものを除く。）　Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width
of less than 600 mm, not clad, plated or coated

1,942,952 21,992,33172.12 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品 （クラッドし、 めっきし又は被覆したもので、 幅が 600mm
未満のものに限る。）　Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than
600 mm, clad, plated or coated

7,207,356 75,327,68772.13 鉄又は非合金鋼の棒 （熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。）　Bars and rods,
hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel

4,853,414 61,343,83872.14 鉄又は非合金鋼のその他の棒 （鍛造、 熱間圧延、 熱間引抜き又は熱間押出しをしたものに
限るものとし、 更に加工したものを除く。 ただし、 圧延後ねじったものを含む。）　Other bars
and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or
hot-extruded, but including those twisted after rolling

636,055 6,363,09572.15 鉄又は非合金鋼のその他の棒　Other bars and rods of iron or non-alloy steel

5,672,274 56,504,80972.16 鉄又は非合金鋼の形鋼　Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel

3,406,329 35,053,71472.17 鉄又は非合金鋼の線　Wire of iron or non-alloy steel

12,534 137,35072.18 ステンレス鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品　Stainless steel in ingots or other
primary forms; semi-finished products of stainless steel

17,025,302 181,573,75772.19 ステンレス鋼のフラットロール製品 （幅が 600mm 以上のものに限る。）　Flat-rolled products of
stainless steel, of a width of 600 mm or more

4,564,528 52,298,77272.20 ステンレス鋼のフラットロール製品 （幅が 600mm 未満のものに限る。）　Flat-rolled products of
stainless steel, of a width of less than 600 mm

2,086,169 27,152,75072.21 ステンレス鋼の棒 （熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。）　Bars and rods, hot-
rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel

2,704,624 26,893,90472.22 ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼　Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and
sections of stainless steel

1,503,432 16,891,58572.23 ステンレス鋼の線　Wire of stainless steel

1,442,490 17,904,46072.24 その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品　Other alloy steel in ingots
or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel

40,967,664 509,474,94272.25 その他の合金鋼のフラットロール製品 （幅が 600mm 以上のものに限る。）　Flat-rolled products
of other alloy steel, of a width of 600 mm or more

3,144,451 37,503,99272.26 その他の合金鋼のフラットロール製品 （幅が 600mm 未満のものに限る。）　Flat-rolled products
of other alloy steel, of a width of less than 600 mm

4,871,613 51,166,35072.27 その他の合金鋼の棒 （熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。）　Bars and rods,
hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel

7,373,315 77,811,37772.28 その他の合金鋼のその他の棒、 その他の合金鋼の形鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリ
ル棒　Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel;
hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel

2,715,077 25,130,64272.29 その他の合金鋼の線　Wire of other alloy steel

104,529,379 1,074,988,652第 73 類　鉄鋼製品　Chapter 73 Articles of iron or steel

733,681 16,213,57473.01 鋼矢板 （穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかないかを問わない。） 及び溶接形
鋼　Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled
elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel

4,436,547 48,318,55573.02 レール、 ガードレール、 ラックレール及びトングレール、 轍差、 転轍棒その他の分岐器の構
成部分 （鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。） 並びにまくら木、 継
目板、 座鉄、 座鉄くさび、 ソールプレート、 レールクリップ、 床板、 タイその他の資材で、
レールの接続又は取付けに専ら使用するもの （鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路
用のものに限る。）　Railway or tramway track construction material of iron or steel, the
following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other
crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates),
rail clips, bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails

1,051,173 5,212,82973.03 鋳鉄製の管及び中空の形材　Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron

27,520,672 287,495,07573.04 鉄鋼製の管及び中空の形材 （継目なしのものに限るものとし、 鋳鉄製のものを除く。）　Tubes,
pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel

13,211,821 112,271,07973.05 鉄鋼製のその他の管 （例えば、 溶接、 リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。 横
断面が円形のもので、 外径が 406.4mm を超えるものに限る。）　Other tubes and pipes (for
example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external
diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel

4,510,493 52,157,21873.06 鉄鋼製のその他の管及び中空の形材 （例えば、 オープンシームのもの及び溶接、 リベット接
合その他これらに類する接合をしたもの）　Other tubes, pipes and hollow profiles (for
example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel

4,042,885 39,226,58773.07 鉄鋼製の管用継手 （例えば、 カップリング、 エルボー及びスリーブ）　Tube or pipe fittings (for
example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel

2,283,812 30,626,18473.08 構造物及びその部分品 （鉄鋼製のものに限る。 例えば、 橋、 橋げた、 水門、 塔、 格子柱、
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屋根、 屋根組み、 戸、 窓、 戸枠、 窓枠、 戸敷居、 シャッター、 手すり及び柱。 第 94.06
項のプレハブ建築物を除く。） 並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、 棒、 形材、 管そ
の他これらに類する物品　Structures (excluding prefabricated buildings of heading 94.06) and
parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts,
roofs, roofing frame- works, doors and windows and their frames and thresholds for doors,
shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes,
sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel

198,547 5,414,13173.09 鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器 （内容積が 300l を超えるものに限るものとし、 内
張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、 圧縮ガス用又は液化ガス用のも
の及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。）　Reservoirs,
tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of
iron or steel, of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted
with mechanical or thermal equipment

401,359 4,459,55073.10 鉄鋼製のタンク、 たる、 ドラム、 缶、 箱その他これらに類する容器 （内容積が 300l 以下のも
のに限るものとし、 内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、 圧縮ガス
用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱若しくは冷却用の装置を有するものを除
く。）　Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than
compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 l, whether or not
lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

260,245 2,281,07973.11 圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器　Containers for compressed or liquefied gas, of
iron or steel

1,891,985 21,572,44373.12 鉄鋼製のより線、 ロープ、 ケーブル、 組ひも、 スリングその他これらに類する物品 （電気絶
縁をしたものを除く。）　Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron
or steel, not electrically insulated

4,011 34,36573.13 鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじったもの （有刺のものであるかないかを問
わない。） 及び緩くよった二重線で柵に使用する種類のもの　Barbed wire of iron or steel;
twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used
for fencing, of iron or steel

621,715 5,453,64273.14 ワイヤクロス （ワイヤエンドレスバンドを含む。）、 ワイヤグリル、 網及び柵 （鉄鋼の線から製造
したものに限る。） 並びに鉄鋼製のエキスパンデッドメタル　Cloth (including endless bands),
grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

3,875,838 38,418,46273.15 鉄鋼製の鎖及びその部分品　Chain and parts thereof, of iron or steel

2,312 70,18473.16 鉄鋼製のいかり及びその部分品　Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel

79,640 981,92073.17 鉄鋼製のくぎ、 びょう、 画びょう、 波くぎ、 またくぎ （第 83.05 項のものを除く。） その他これ
らに類する製品 （銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。）　Nails, tacks,
drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles,
of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with
heads of copper

25,112,915 255,672,25473.18 鉄鋼製のねじ、 ボルト、 ナット、 コーチスクリュー、 スクリューフック、 リベット、 コッター、 コッ
ターピン、 座金 （ばね座金を含む。） その他これらに類する製品　Screws, bolts, nuts, coach
screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and
similar articles, of iron or steel

329,198 3,406,50973.19 鉄鋼製の安全ピンその他のピン （他の項に該当するものを除く。） 及び鉄鋼製の手縫針、 手
編針、 ボドキン、 クロセ編み用手針、 ししゅう用穴あけ手針その他これらに類する物品
Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and similar
articles, for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel, not
elsewhere specified or included

3,792,879 42,319,39773.20 鉄鋼製のばね及びばね板　Springs and leaves for springs, of iron or steel

901,521 14,565,31173.21 鉄鋼製のストーブ、 レンジ、 炉、 調理用加熱器 （セントラルヒーティング用の補助ボイラーを
有するものを含む。）、 肉焼き器、 火鉢、 ガスこんろ、 皿温め器その他これらに類する物品
（家庭用のものに限るものとし、 電気式のものを除く。） 及びこれらの部分品 （鉄鋼製のもの
に限る。）　Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central
heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic
appliances, and parts thereof, of iron or steel

153,038 1,035,52173.22 セントラルヒーティング用のラジエーター （電気加熱式のものを除く。） 及びその部分品並びに
動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器（新鮮な又は調節した空気を供
給することができるものを含むものとし、 電気加熱式のものを除く。） 並びにこれらの部分品
（この項の物品は、 鉄鋼製のものに限る。）　Radiators for central heating, not electrically
heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors (including
distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated,
incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel

248,070 2,681,94973.23 食卓用品、 台所用品その他の家庭用品及びその部分品 （鉄鋼製のものに限る。） 、 鉄鋼の
ウール並びに鉄鋼製の瓶洗い、 ポリッシングパッド、 ポリッシンググラブその他これらに類す
る製品　Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or
steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel

77,092 637,52573.24 衛生用品及びその部分品 （鉄鋼製のものに限る。）　Sanitary ware and parts thereof, of iron or
steel

1,103,549 9,695,76073.25 その他の鋳造製品 （鉄鋼製のものに限る。）　Other cast articles of iron or steel

7,684,381 74,767,54973.26 その他の鉄鋼製品　Other articles of iron or steel

61,548,606 792,952,497第 74 類　銅及びその製品　Chapter 74 Copper and articles thereof

15,386 467,78374.01 銅のマット及びセメントカッパー （沈殿銅）　Copper mattes; cement copper (precipitated copper)

27,695 286,25474.02 粗銅及び電解精製用陽極銅　Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining

23,347,151 355,283,67574.03 精製銅又は銅合金の塊　Refined copper and copper alloys, unwrought

6,909,530 69,152,96374.04 銅のくず　Copper waste and scrap

41,294 850,65874.05 銅のマスターアロイ　Master alloys, of copper
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531,046 5,789,85974.06 銅の粉及びフレーク　Copper powders and flakes

2,057,674 23,146,46274.07 銅の棒及び形材　Copper bars, rods and profiles

3,363,928 40,250,31174.08 銅の線　Copper wire

9,088,148 111,825,31374.09 銅の板、 シート及びストリップ （厚さが 0.15mm を超えるものに限る。）　Copper plates, sheets
and strip, of a thickness exceeding 0.15 mm

10,229,294 122,502,42074.10 銅のはく （厚さ （補強材の厚さを除く。） が 0.15mm 以下のものに限るものとし、 印刷してある
かないか又は紙、 板紙、 プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるか
ないかを問わない。）　Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard,
plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding
0.15 mm

2,523,944 27,655,31774.11 銅製の管　Copper tubes and pipes

529,462 6,726,86874.12 銅製の管用継手 （例えば、 カップリング、 エルボー及びスリーブ）　Copper tube or pipe fittings
(for example, couplings, elbows, sleeves)

79,772 840,16674.13 銅製のより線、 ケーブル、 組ひもその他これらに類する製品 （電気絶縁をしたものを除く。）
Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper, not electrically insulated

153,159 1,720,69674.15 銅製のくぎ、 びょう、 画びょう、 またくぎ （第 83.05 項のものを除く。） その他これらに類する
製品 （銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。） 及び銅製のねじ、 ボルト、 ナット、 ス
クリューフック、 リベット、 コッター、 コッターピン、 座金 （ばね座金を含む。） その他これ
らに類する製品　Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 83.05) and
similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw
hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of
copper

17,955 203,47474.18 食卓用品、 台所用品その他の家庭用品及びその部分品 （銅製のものに限る。） 、 銅製の瓶
洗い、 ポリッシングパッド、 ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及
びその部分品 （銅製のものに限る。）　Table, kitchen or other household articles and parts
thereof, of copper; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of copper;
sanitary ware and parts thereof, of copper

2,633,168 26,250,27874.19 その他の銅製品　Other articles of copper

6,605,284 66,108,887第 75 類　ニッケル及びその製品　Chapter 75 Nickel and articles thereof

1,908 232,04775.01 ニッケルのマット、 焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物　Nickel mattes,
nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy

2,356,310 20,349,74875.02 ニッケルの塊　Unwrought nickel

241,204 1,623,99475.03 ニッケルのくず　Nickel waste and scrap

619,396 8,745,95175.04 ニッケルの粉及びフレーク　Nickel powders and flakes

391,538 4,723,29575.05 ニッケルの棒、 形材及び線　Nickel bars, rods, profiles and wire

1,082,691 11,426,78775.06 ニッケルの板、 シート、 ストリップ及びはく　Nickel plates, sheets, strip and foil

1,626,353 15,500,96675.07 ニッケル製の管及び管用継手 （例えば、 カップリング、 エルボー及びスリーブ）　Nickel tubes,
pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)

285,884 3,506,09975.08 その他のニッケル製品　Other articles of nickel

22,222,354 257,793,098第 76 類　アルミニウム及びその製品　Chapter 76 Aluminium and articles thereof

380,310 4,533,43276.01 アルミニウムの塊　Unwrought aluminium

1,183,179 12,040,26376.02 アルミニウムのくず　Aluminium waste and scrap

54,853 535,44976.03 アルミニウムの粉及びフレーク　Aluminium powders and flakes

473,892 5,541,52576.04 アルミニウムの棒及び形材　Aluminium bars, rods and profiles

306,587 4,510,50376.05 アルミニウムの線　Aluminium wire

9,035,780 109,418,21376.06 アルミニウムの板、 シート及びストリップ （厚さが 0.2mm を超えるものに限る。）　Aluminium
plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm

6,633,860 81,369,13876.07 アルミニウムのはく （厚さ （補強材の厚さを除く。） が 0.2mm 以下のものに限るものとし、 印刷
してあるかないか又は紙、 板紙、 プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りして
あるかないかを問わない。）　Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper,
paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not
exceeding 0.2 mm

651,530 7,573,30376.08 アルミニウム製の管　Aluminium tubes and pipes

63,222 882,89776.09 アルミニウム製の管用継手 （例えば、 カップリング、 エルボー及びスリーブ）　Aluminium tube
or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)

553,099 3,048,50776.10 構造物及びその部分品 （アルミニウム製のものに限る。 例えば、 橋、 橋げた、 塔、 格子柱、
屋根、 屋根組み、 戸、 窓、 戸枠、 窓枠、 戸敷居、 手すり及び柱。 第 94.06 項のプレ
ハブ建築物を除く。） 並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、 棒、 形材、 管その
他これらに類する物品　Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading
94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, towers, lattice masts,
roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors,
balustrades, pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared
for use in structures

- 112,44076.11 アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器 （内容積が 300l を超えるものに限るもの
とし、 内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、 圧縮ガス用又は液化ガ
ス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。）
Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than
compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-
insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

295,719 2,810,87976.12 アルミニウム製のたる、 ドラム、 缶、 箱その他これらに類する容器 （折畳み可能な又は硬い



（12 月　Dec. 2010）40 輸 出 品 別 表　Exports by HS Grouping
（単位 ：千円　Unit 1,000yen）

品目番号
HS

品　 　 　 　 　名
Description

当　月
Current Month

累　計
Cumulative Year to Date

チューブ状のものを含み、 内容積が 300l 以下のものに限るものとし、 内張りしてあるかない
か又は断熱してあるかないかを問わず、 圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又
は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。）　Aluminium casks, drums, cans,
boxes and similar containers (including rigid or collapsible tubular containers), for any
material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity not exceeding 300 l, whether or
not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

- 80176.13 圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器　Aluminium containers for compressed or
liquefied gas

329,560 4,183,23876.14 アルミニウム製のより線、 ケーブル、 組ひもその他これらに類する製品 （電気絶縁をしたもの
を除く。）　Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically
insulated

16,483 271,70276.15 食卓用品、 台所用品その他の家庭用品及びその部分品 （アルミニウム製のものに限る。）、 ア
ルミニウム製の瓶洗い、 ポリッシングパッド、 ポリッシンググラブその他これらに類する製品並
びに衛生用品及びその部分品 （アルミニウム製のものに限る。）　Table, kitchen or other
household articles and parts thereof, of aluminium; pot scourers and scouring or polishing
pads, gloves and the like, of aluminium; sanitary ware and parts thereof, of aluminium

2,244,280 20,960,80876.16 その他のアルミニウム製品　Other articles of aluminium

1,220,864 12,584,457第 78 類　鉛及びその製品　Chapter 78 Lead and articles thereof

1,144,686 11,660,21178.01 鉛の塊　Unwrought lead

31,019 286,16878.02 鉛のくず　Lead waste and scrap

8,912 162,75478.04 鉛の板、 シート、 ストリップ、 はく、 粉及びフレーク　Lead plates, sheets, strip and foil; lead
powders and flakes

36,247 475,32478.06 その他の鉛製品　Other articles of lead

2,140,826 26,429,771第 79 類　亜鉛及びその製品　Chapter 79 Zinc and articles thereof

1,848,144 22,205,91179.01 亜鉛の塊　Unwrought zinc

65,524 711,06279.02 亜鉛のくず　Zinc waste and scrap

73,324 1,445,71279.03 亜鉛のダスト、 粉及びフレーク　Zinc dust, powders and flakes

7,676 117,69279.04 亜鉛の棒、 形材及び線　Zinc bars, rods, profiles and wire

64,584 907,83879.05 亜鉛の板、 シート、 ストリップ及びはく　Zinc plates, sheets, strip and foil

81,574 1,041,55679.07 その他の亜鉛製品　Other articles of zinc

830,597 8,261,058第 80 類　すず及びその製品　Chapter 80 Tin and articles thereof

172,312 1,788,42980.01 すずの塊　Unwrought tin

- 82,32980.02 すずのくず　Tin waste and scrap

379,633 2,845,43180.03 すずの棒、 形材及び線　Tin bars, rods, profiles and wire

278,652 3,544,86980.07 その他のすず製品　Other articles, of tin

12,237,767 119,948,372第81類　その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品　Chapter 81 Other base metals;
cermets; articles thereof

979,631 9,351,22781.01 タングステン及びその製品 （くずを含む。）　Tungsten (wolfram) and articles thereof, including
waste and scrap

1,205,870 16,617,12681.02 モリブテン及びその製品（くずを含む。）　Molybdenum and articles thereof, including waste and
scrap

2,178,688 19,411,06081.03 タンタル及びその製品 （くずを含む。）　Tantalum and articles thereof, including waste and scrap

61,447 628,32181.04 マグネシウム及びその製品 （くずを含む。）　Magnesium and articles thereof, including waste
and scrap

603,518 10,868,60481.05 コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルト及びその製品 （くずを含
む。）　Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; cobalt and articles
thereof, including waste and scrap

23,397 156,26881.06 ビスマス及びその製品 （くずを含む。）　Bismuth and articles thereof, including waste and scrap

32,152 334,25481.07 カドミウム及びその製品 （くずを含む。）　Cadmium and articles thereof, including waste and
scrap

6,007,428 51,005,56981.08 チタン及びその製品 （くずを含む。）　Titanium and articles thereof, including waste and scrap

355,656 2,404,89081.09 ジルコニウム及びその製品 （くずを含む。）　Zirconium and articles thereof, including waste and
scrap

40,842 518,91681.10 アンチモン及びその製品 （くずを含む。）　Antimony and articles thereof, including waste and
scrap

35,885 318,83881.11 マンガン及びその製品 （くずを含む。）　Manganese and articles thereof, including waste and
scrap

454,514 6,636,70781.12 ベリリウム、 クロム、 ゲルマニウム、 バナジウム、 ガリウム、 ハフニウム、 インジウム、 ニオブ、
レニウム及びタリウム （くずを含む。） 並びにこれらの製品 （くずを含む。）　Beryllium,
chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium
and thallium, and articles of these metals, including waste and scrap

258,739 1,696,59281.13 サーメット及びその製品（くずを含む。）　Cermets and articles thereof, including waste and scrap

30,157,535 298,185,806第 82 類　卑金属製の工具、 道具、 刃物、 スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
Chapter 82 Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of
base metal

160,230 1,592,42182.01 手道具 （スペード、 ショベル、 つるはし、 くわ、 フォーク及びレーキ並びになた、 なたがまそ
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の他のおの類、 各種の剪定ばさみ並びに農業、 園芸又は林業に使用する種類のかま、 草
切具、 刈込みばさみ、 くさびその他の道具に限る。）　Hand tools, the following: spades,
shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools;
secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges
and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry

1,194,345 11,636,40982.02 のこぎり （種類を問わない。） のブレード （切開き用、 溝彫り用又は無歯式ののこぎりのブレー
ドを含む。） 及び手のこぎり　Hand saws; blades for saws of all kinds (including slitting,
slotting or toothless saw blades)

421,847 4,488,89082.03 やすり、 プライヤー （切断用プライヤーを含む。）、 やつとこ、 ツィーザー、 金属切断用ばさ
み、 パイプカッター、 ボルトクリッパー、 せん孔ポンチその他これらに類する手工具　Files,
rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal cutting shears, pipe-cutters, bolt
croppers, perforating punches and similar hand tools

569,014 5,137,06282.04 スパナー及びレンチ （トルクレンチを含み、 手回しのものに限るものとし、 タップ回しを除く。）
並びに互換性スパナーソケット （ハンドル付きであるかないかを問わない。）　Hand-operated
spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches);
interchangeable spanner sockets, with or without handles

793,540 8,286,20382.05 手道具及び手工具 （ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、 他の項に該当するものを除く。）、
トーチランプ並びに万力、 クランプその他これらに類する物品 （加工機械の附属品及び部
分品を除く。）、 金敷き、 可搬式かじ炉並びにフレーム付きグラインディングホイールで手回
し式又は足踏み式のもの　Hand tools (including glaziers' diamonds), not elsewhere specified
or included; blow lamps; vices, clamps and the like, other than accessories for and parts of,
machine tools; anvils; portable forges; hand or pedal-operated grinding wheels with
frameworks

92,730 711,39082.06 手道具又は手工具のセット （第 82.02 項から第 82.05 項までの二以上の項の製品を小売用の
セットにしたものに限る。）　Tools of two or more of the headings 82.02 to 82.05, put up in sets
for retail sale

17,689,859 169,490,48182.07 手工具 （動力駆動式であるかないかを問わない。） 用又は加工機械用の互換性工具 （例え
ば、 プレス、 型打ち、 押抜き、 ねじ立て、 ねじ切り、 穴あけ、 中ぐり、 ブローチ削り、 フ
ライス削り、 切削又はねじの締付けに使用するもの。 金属の引抜き用又は押出し用のダイ
ス及び削岩用又は土壌せん孔用の工具を含む。）　Interchangeable tools for hand tools,
whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping,
punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving),
including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools

2,048,671 21,072,46882.08 機械用又は器具用のナイフ及び刃　Knives and cutting blades, for machines or for mechanical
appliances

5,501,836 57,771,39382.09 工具用の板、 棒、 チップその他これらに類する物品 （サーメットのもので、 取り付けてないも
のに限る。）　Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of cermets

26,271 190,85082.10 手動式器具 （飲食物の調製に使用するもので、 重量が 10kg 以下のものに限る。）　Hand-
operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in the preparation, conditioning
or serving of food or drink

1,057,876 11,492,46282.11 刃を付けたナイフ （剪定ナイフを含み、 のこ歯状の刃を有するか有しないかを問わないものと
し、 第 82.08 項のナイフを除く。） 及びその刃　Knives with cutting blades, serrated or not
(including pruning knives), other than knives of heading 82.08, and blades therefor

214,824 1,951,68882.12 かみそり及びその刃 （かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。）　Razors and razor
blades (including razor blade blanks in strips)

181,956 1,948,25682.13 はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれらの刃　Scissors, tailors' shears
and similar shears, and blades therefor

81,264 1,087,13982.14 その他の刃物 （例えば、 バリカン、 肉切り用又は台所用のクリーバー、 チョッパー、 ミンシン
グナイフ及びペーパーナイフ）並びにマニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具（つ
めやすりを含む。）　Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen
cleavers, choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedicure sets and
instruments (including nail files)

123,272 1,328,69482.15 スプーン、 フォーク、 ひしやく、 しやくし、 ケーキサーバー、 フィッシュナイフ、 バターナイ
フ、 砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具　Spoons, forks, ladles,
skimmers, cakeservers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware

9,994,634 106,408,734第 83 類　各種の卑金属製品　Chapter 83 Miscellaneous articles of base metal

3,063,497 29,202,37783.01 卑金属製の錠 （かぎを使用するもの、 ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。） 並びに
卑金属製の留金及び留金付きフレームで、 錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ
　Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and
frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of
base metal

3,038,509 33,668,13283.02 卑金属製の帽子掛け、 ブラケットその他これらに類する支持具、 取付具その他これに類する
物品 （家具、 戸、 階段、 窓、 日よけ、 車体、 馬具、 トランク、 衣装箱、 小箱その他こ
れらに類する物品に適するものに限る。）、 取付具付きキャスター及びドアクローザー　Base
metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, doors, staircases, windows,
blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs,
brackets and similar fixtures; castors with mountings of base metal; automatic door closers of
base metal

39,547 424,72383.03 卑金属製の金庫、 金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製のキャッシュボックス
その他これに類する物品　Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe
deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal

2,009 42,21183.04 卑金属製の書類整理箱、 インデックスカード箱、 書類入れ、 ペン皿、 スタンプ台その他これ
らに類する事務用具及び机上用品（第94.03項の事務所用の家具を除く。）　Filing cabinets,
card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office
or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading 94.03

447,023 4,340,56383.05 卑金属製の書類とじ込み用金具、 クリップ、 レターコーナー、 インデックスタグその他これらに
類する事務用品及びストリップ状ステープル （例えば、 事務用、 いす張り用又は梱包用の



（12 月　Dec. 2010）42 輸 出 品 別 表　Exports by HS Grouping
（単位 ：千円　Unit 1,000yen）

品目番号
HS

品　 　 　 　 　名
Description

当　月
Current Month

累　計
Cumulative Year to Date

もの）　Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing
tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices,
upholstery, packaging), of base metal

67,276 697,88583.06 卑金属製のベル、 ゴングその他これらに類する物品 （電気式のものを除く。）、 小像その他の
装飾品、額縁その他これに類するフレーム及び鏡　Bells, gongs and the like, non-electric, of
base metal; statuettes and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar
frames, of base metal; mirrors of base metal

367,168 4,076,67383.07 卑金属製のフレキシブルチューブ （継手があるかないかを問わない。）　Flexible tubing of base
metal, with or without fittings

403,461 4,284,46483.08 卑金属製の留金、 留金付きフレーム、 バックル、 フック、 アイ、 アイレットその他これらに類
する物品 （衣類、 履物、 日よけ、 ハンドバッグ、 旅行用具その他の製品に使用する種類
のものに限る。）、 管リベット、 ふたまたリベット、 ビーズ及びスパングル　Clasps, frames with
clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used
for clothing, footwear, awnings, handbags, travel goods or other made up articles; tubular or
bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal

299,094 3,575,42683.09 卑金属製の栓及びふた （王冠、 ねじぶた及び注水口用の栓を含む。）、 瓶用口金、 ねじ式
たる栓、たる栓用カバー、シールその他これらに類する包装用の附属品　Stoppers, caps and
lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles, threaded
bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal

290,317 4,064,35883.10 卑金属製のサインプレート、 ネームプレート、 アドレスプレートその他これらに類するプレート
及び数字、文字その他の標章（第94.05項のものを除く。）　Sign-plates, name-plates, address-
plates and similar plates, numbers, letters and other symbols, of base metal, excluding those of
heading 94.05

1,976,733 22,031,92283.11 卑金属製又は金属炭化物製の線、 棒、 管、 板、 アーク溶接棒その他これらに類する物品
（金属又は金属炭化物のはんだ付け、 ろう付け、 溶接又は融着に使用する種類のもので、
フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。） 並びに卑金属粉を凝結させて製造し
た金属吹付け用の線及び棒　Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of
base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering,
brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated
base metal powder, used for metal spraying

2,263,590,353 24,636,808,092第 16 部　機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音
声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の
機器並びにこれらの部分品及び附属品　Section XVI Machinery and
mechanical appliances; electrical equipment; parts thereof; sound
recorders and reproducers, television image and sound recorders
and reproducers, and parts and accessories of such articles

1,286,190,114 13,132,223,683第 84 類　原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品　Chapter 84 Nuclear reactors,
boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof

1,598,185 15,069,50584.01 原子炉、 原子炉用核燃料要素 （カートリッジ式で未使用のものに限る。） 及び同位体分離用
機器　Nuclear reactors; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors;
machinery and apparatus for isotopic separation

1,247,738 43,904,31884.02 蒸気発生ボイラー（低圧蒸気も発生することができるセントラルヒーティング用温水ボイラーを除
く。）及び過熱水ボイラー　Steam or other vapour generating boilers (other than central heating
hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers

2,565 42,72884.03 セントラルヒーティング用ボイラー（第 84.02項のものを除く。）　Central heating boilers other than
those of heading 84.02

356,849 17,372,91784.04 補助機器 （第 84.02 項又は第 84.03 項のボイラー用のものに限る。 例えば、 エコノマイザー、
過熱器、 すす除去器及びガス回収器） 及び蒸気原動機用復水器　Auxiliary plant for use
with boilers of heading 84.02 or 84.03 (for example, economisers, super-heaters, soot
removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units

295,894 2,134,40284.05 発生炉ガス発生機、 水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス
発生機 （清浄機を有するか有しないかを問わない。）　Producer gas or water gas generators,
with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas
generators, with or without their purifiers

13,862,879 159,728,99084.06 蒸気タービン　Steam turbines and other vapour turbines

40,599,471 491,699,73784.07 ピストン式火花点火内燃機関 （往復動機関及びロータリーエンジンに限る。）　Spark-ignition
reciprocating or rotary internal combustion piston engines

51,033,163 479,991,82784.08 ピストン式圧縮点火内燃機関 （ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン）
Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

68,698,482 684,963,14484.09 第 84.07 項又は第 84.08 項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品　Parts suitable for
use solely or principally with the engines of heading 84.07 or 84.08

583,722 4,523,32684.10 液体タービン及び水車並びにこれらの調速機　Hydraulic turbines, water wheels, and regulators
therefor

32,164,385 301,131,44284.11 ターボジェット、ターボプロペラその他のガスタービン　Turbo-jets, turbo-propellers and other gas
turbines

13,417,692 129,098,21384.12 その他の原動機　Other engines and motors

39,070,166 401,271,40684.13 液体ポンプ（計器付きであるかないかを問わない。）及び液体エレベーター　Pumps for liquids,
whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators

47,164,273 502,799,34984.14 気体ポンプ、 真空ポンプ、 気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード （ファン
を自蔵するものに限るものとし、 フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。）　Air or
vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods
incorporating a fan, whether or not fitted with filters

16,580,130 169,294,32684.15 エアコンディショナー （動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化させる機構を有するもの
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に限るものとし、 湿度のみを単独で調節することができないものを含む。）　Air conditioning
machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and
humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated

631,707 5,095,67184.16 炉用バーナー （液体燃料用、 粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。） 及びメ
カニカルストーカー （機械式火格子、 機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。）
　Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers,
including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances

2,244,065 25,793,13584.17 炉 （焼却炉を含み、 工業用又は理化学用のものに限るものとし、 電気炉を除く。）　Industrial
or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, non- electric

5,724,375 55,232,38984.18 冷蔵庫、 冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器 （電気式であるかないかを問わない。） 及
びヒートポンプ（第 84.15 項のエアコンディショナーを除く。）　Refrigerators, freezers and other
refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning
machines of heading 84.15

28,051,968 198,025,13284.19 加熱、 調理、 ばい焼、 蒸留、 精留、 滅菌、 殺菌、 蒸気加熱、 乾燥、 蒸発、 凝縮、 冷
却その他の温度変化による方法により材料を処理する機器 （理化学用のものを含み、 電気
加熱式のもの （第 85.14 項の電気炉及びその他の機器を除く。） であるかないかを問わない
ものとし、 家庭用のものを除く。） 並びに瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器 （電気式のものを
除く。）　Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated
(excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 85.14), for the treatment of
materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting,
distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising,
condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes;
instantaneous or storage water heaters, non-electric

529,589 5,552,56284.20 カレンダーその他のロール機 （金属用又はガラス用のものを除く。） 及びこれらのシリンダー
Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor

24,452,950 257,272,33284.21 遠心分離機（遠心式脱水機を含む。）並びに液体又は気体のろ過機及び清浄機　Centrifuges,
including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or
gases

4,532,510 50,773,17284.22 皿洗機、 清浄用又は乾燥用の機械 （瓶その他の容器に使用するものに限る。）、 充てん用、
封口用、 封止用又はラベル張付け用の機械 （瓶、 缶、 箱、 袋その他の容器に使用する
ものに限る。）、 瓶、 ジャー、 チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械そ
の他の包装機械 （熱収縮包装用機械を含む。） 及び飲料用の炭酸ガス注入機　Dish
washing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for
filling, closing, sealing, capsuling or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers;
machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping
machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages

1,531,668 16,517,48884.23 重量測定機器 （重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、 感量が 50mg 以内のはか
りを除く。） 及び分銅　Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or
better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights
of all kinds

3,348,671 31,927,26784.24 噴射用、 散布用又は噴霧用の機器 （液体用又は粉用のものに限るものとし、 手動式である
かないかを問わない。） 、 消火器 （消化剤を充てんしてあるかないかを問わない。） 、 スプ
レーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用
機器　Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or
spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar
appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines

2,194,655 22,454,16684.25 プーリータックル、 ホイスト （スキップホイストを除く。） 、 ウインチ、 キャプスタン及びジャッキ
Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks

7,750,143 84,927,26684.26 デリック、 クレーン （ケーブルクレーンを含む。） 、 移動式リフティングフレーム、 ストラッドル
キャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック　Ships' derricks; cranes, including cable
cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane

11,008,868 113,006,72084.27 フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック
Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment

10,675,103 89,608,67684.28 その他の持上げ用、 荷扱い用、 積込み用又は荷卸し用の機械 （例えば、 昇降機、 エスカ
レーター、 コンベヤ及びロープウェー）　Other lifting, handling, loading or unloading
machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)

81,724,514 802,760,25584.29 ブルドーザー、 アングルドーザー、 地ならし機、 スクレーパー、 メカニカルショベル、 エキス
カベーター、ショベルローダー、突固め用機械及びロードローラー （自走式のものに限る。）
　Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels,
excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers

3,919,128 37,713,67684.30 その他の移動用、 地ならし用、 削り用、 掘削用、 突固め用、 採掘用又はせん孔用の機械
（土壌用、 鉱物用又は鉱石用のものに限る。） 並びにくい打ち機、 くい抜き機及び除雪機
　Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or
boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs
and snow-blowers

30,807,649 292,454,59284.31 第 84.25 項から第 84.30 項までの機械に専ら又は主として使用する部分品　Parts suitable for
use solely or principally with the machinery of headings 84.25 to 84.30

2,012,046 18,849,60084.32 農業用、 園芸用又は林業用の機械 （整地用又は耕作用のものに限る。） 及び芝生用又は運
動場用のローラー　Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or
cultivation; lawn or sports-ground rollers

1,326,599 20,212,98184.33 収穫機及び脱穀機 （わら用又は牧草用のベーラーを含む。） 、 草刈機並びに卵、 果実その
他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械（第84.37項の機械を除く。）　Harvesting
or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for
cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of
heading 84.37

31,796 192,20684.34 搾乳機及び酪農機械　Milking machines and dairy machinery

442 4,80084.35 プレス、 破砕機その他これらに類する機械 （ぶどう酒、 りんご酒、 果汁その他これらに類する



（12 月　Dec. 2010）44 輸 出 品 別 表　Exports by HS Grouping
（単位 ：千円　Unit 1,000yen）

品目番号
HS

品　 　 　 　 　名
Description

当　月
Current Month

累　計
Cumulative Year to Date

飲料の製造用のものに限る。）　Presses, crushers and similar machinery used in the
manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages

62,626 879,50884.36 その他の農業用、 園芸用、 林業用、 家きん飼育用又は養蜂用の機械 （機械装置又は加熱
装置を有する発芽用機器を含む。） 並びに家きんのふ卵器及び育すう器　Other
agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including
germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and
brooders

449,164 4,567,18484.37 種、 穀物又は乾燥した豆の清浄用、 分類用又は格付け用の機械並びに製粉業用の機械及
び穀物又は乾燥した豆の加工機械 （農場用のものを除く。）　Machines for cleaning, sorting
or grading seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in the milling industry
or for the working of cereals or dried leguminous vegetables, other than farm-type machinery

1,765,313 23,709,17184.38 飲食料品の調製業用又は製造業用の機械 （動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用
の機械及びこの類の他の項に該当するものを除く。）　Machinery, not specified or included
elsewhere in this Chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other
than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats or oils

646,497 13,135,20984.39 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び紙又は板紙の製造用又は仕上げ用の機械
Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or
paperboard

571,513 6,861,34984.40 製本用機械 （製本ミシンを含む。）　Book-binding machinery, including book-sewing machines

1,173,697 16,310,15584.41 その他の製紙用パルプ、 紙又は板紙の加工機械 （切断機を含む。）　Other machinery for
making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds

762,509 7,986,37384.42 プレート、 シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器 （第 84.56 項
から第 84.65 項までの加工機械を除く。）、 プレート、 シリンダーその他の印刷用コンポーネ
ント並びに印刷用に平削りし、 砂目にし、 研磨し又はその他の調製をしたプレート、 シリン
ダー及びリソグラフィックストーン　Machinery, apparatus and equipment (other than the
machine-tools of headings 84.56 to 84.65) for preparing or making plates, cylinders or other
printing components; plates, cylinders and other printing components; plates, cylinders and
lithographic stones

102,572,577 1,331,244,04184.43 印刷機 （第 84.42 項のプレート、 シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用
するもの） 、 その他のプリンター、 複写機及びファクシミリ （結合してあるかないかを問わな
い。） 並びに部分品及び附属品　Printing machinery used for printing by means of plates,
cylinders and other printing components of heading 84.42; other printers, copying machines
and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof:

846,828 7,952,85284.44 人造繊維用の紡糸機、 延伸機、 テクスチャード加工機及び切断機　Machines for extruding,
drawing, texturing or cutting man-made textile materials

8,781,218 74,830,20984.45 紡績準備機械並びに精紡機、 合糸機、 ねん糸機その他の紡織用繊維の糸の製造機械並び
にかせ機、 糸巻機 （よこ糸巻機を含む。） 及び第 84.46 項又は第 84.47 項の機械に使用
する紡織用繊維の糸を準備する機械　Machines for preparing textile fibres; spinning,
doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling
or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use
on the machines of heading 84.46 or 84.47

6,545,555 50,179,05484.46 織機　Weaving machines (looms)

2,839,618 48,576,90784.47 編機、 ステッチボンディングマシン、 タフティング用機械及びジンプヤーン、 チュール、 レー
ス、 ししゅう布、 トリミング、 組ひも又は網の製造機械　Knitting machines, stitch-bonding
machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or
net and machines for tufting

2,516,128 31,072,55684.48 第 84.44 項から第 84.47 項までの機械の補助機械 （例えば、 ドビー、 ジャカード、 自動停止
装置及びシャットル交換機） 並びに第 84.44 項からこの項までの機械に専ら又は主として使
用する部分品及び附属品 （例えば、 スピンドル、 スピンドルフライヤー、 針布、 コーム、
紡糸口金、 シャットル、 ヘルド、 ヘルドフレーム及びメリヤス針）　Auxiliary machinery for
use with machines of heading 84.44, 84.45, 84.46 or 84.47 (for example, dobbies, Jacquards,
automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use
solely or principally with the machines of this heading or of heading 84.44, 84.45, 84.46 or
84.47 (for example, spindles and spindle flyers, card clothing, combs, extruding nipples,
shuttles, healds and heald-frames, hosiery needles)

123,060 1,370,82484.49 フェルト又は不織布 （成形したものを含む。） の製造用又は仕上げ用の機械 （フェルト帽子の
製造機械を含む。） 及び帽子の製造用の型　Machinery for the manufacture or finishing of
felt or nonwovens in the piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks
for making hats

575,605 4,357,05084.50 家庭用又は営業用の洗濯機 （脱水機兼用のものを含む。）　Household or laundry-type
washing machines, including machines which both wash and dry

609,740 7,265,47584.51 洗浄用、 清浄用、 絞り用、 乾燥用、 アイロンがけ用、 プレス （フュージングプレスを含む。）
用、 漂白用、 染色用、 仕上げ用、 塗布用又は染み込ませ用の機械 （紡織用繊維の糸、
織物類又は製品に使用するものに限るものとし、 第 84.50 項の機械を除く。）、 織物類その
他の支持物にペーストを被覆する機械 （リノリウムその他の床用敷物の製造用のものに限
る。） 及び紡織用繊維の織物類の巻取り用、 巻戻し用、 折畳み用、 切断用又はピンキン
グ用の機械　Machinery (other than machines of heading 84.50) for washing, cleaning,
wringing, drying, ironing, pressing (including fusing presses), bleaching, dyeing, dressing,
finishing, coating or impregnating textile yarns, fabrics or made up textile articles and
machines for applying the paste to the base fabric or other support used in the manufacture of
floor coverings such as linoleum; machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking
textile fabrics

5,442,808 59,953,61184.52 ミシン （第 84.40 項の製本ミシンを除く。）、 ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、 台
及びカバー　Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 84.40; furniture,
bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles

9,079 164,70484.53 原皮、 毛皮又は革の前処理用機械、 なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の
履物その他の製品の製造用又は修理用の機械 （ミシンを除く。）　Machinery for preparing,
tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles
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of hides, skins or leather, other than sewing machines

4,339,617 26,623,03984.54 転炉、 取鍋、 インゴット用鋳型及び鋳造機 （冶金又は金属鋳造に使用する種類のものに限
る。）　Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in
metal foundries

4,441,804 79,915,51484.55 金属圧延機及びそのロール　Metal-rolling mills and rolls therefor

7,761,341 69,612,89984.56 レーザーその他の光子ビーム、 超音波、 放電、 電気化学的方法、 電子ビーム、 イオンビー
ム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械　Machine-tools for
working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic,
electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes

28,928,576 253,319,82984.57 金属加工用のマシニングセンター、 ユニットコンストラクションマシン （シングルステーションの
ものに限る。） 及びマルチステーショントランスファーマシン　Machining centres, unit
construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal

15,224,502 134,383,49184.58 旋盤 （ターニングセンターを含むものとし、 金属切削用のものに限る。）　Lathes (including
turning centers) for removing metal

6,905,706 60,662,90084.59 金属用のボール盤、 中ぐり盤、 フライス盤、 ねじ切り盤及びねじ立て盤 （ウェイタイプユニット
ヘッド機を含むものとし、 第 84.58 項の旋盤 （ターニングセンターを含む。） を除く。）
Machine-tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading
or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centers) of heading 84.58

9,098,169 68,443,59784.60 研削盤、 ホーニング盤、 ラップ盤、 研磨盤その他の仕上げ用加工機械 （研削砥石その他の
研磨材料を使用して金属又はサーメットを加工するものに限るものとし、 第 84.61 項の歯切
り盤、 歯車研削盤及び歯車仕上盤を除く。）　Machine-tools for deburring, sharpening,
grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of
grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear
finishing machines of heading 84.61

2,827,715 22,128,63684.61 平削り盤、 形削り盤、 立削り盤、 ブローチ盤、 歯切り盤、 歯車研削盤、 歯車仕上盤、 金
切り盤、 切断機その他の加工機械 （金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに
限るものとし、 他の項に該当するものを除く。）　Machine-tools for planing, shaping, slotting,
broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-
tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included

8,922,817 84,493,54484.62 鍛造機、 ハンマー、 ダイスタンピングマシン、 ベンディングマシン、 フォールディングマシン、
ストレートニングマシン、 フラットニングマシン、 剪断機、 パンチングマシン及びノッチングマ
シン （プレスを含むものとし、 金属加工用のものに限る。） 並びにその他のプレス （金属又
は金属炭化物の加工用のものに限る。）　Machine-tools (including presses) for working
metal by forging, hammering or die-stamping; machine-tools (including presses) for working
metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for
working metal or metal carbides, not specified above

2,261,406 15,508,81984.63 その他の加工機械 （金属又はサーメットの加工用のもので、 これらを取り除くことなく加工する
ものに限る。）　Other machine-tools for working metal or cermets, without removing material

2,991,204 25,903,94884.64 石、 陶磁器、 コンクリート、 石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガ
ラスの冷間加工機械　Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement
or like mineral materials or for cold working glass

3,843,309 36,699,34684.65 木材、 コルク、 骨、 硬質ゴム、 硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械 （く
ぎ打ち用、 またくぎ打ち用、 接着用その他の組立て用のものを含む。）　Machine-tools
(including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood,
cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

13,700,928 135,325,27284.66 第 84.56 項から第 84.65 項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品 （工作
物保持具、 ツールホルダー、 自動開きダイヘッド、 割出台その他加工機械用の特殊な附
属装置を含む。） 並びに手持工具用ツールホルダー　Parts and accessories suitable for use
solely or principally with the machines of headings 84.56 to 84.65, including work or tool
holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special attachments for machine-
tools; tool holders for any type of tool for working in the hand

8,974,593 91,635,46984.67 手持工具 （ニューマチックツール、 液圧式のもの又は原動機 （電気式であるかないかを問わ
ない。）を自蔵するものに限る。）　Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with
self-contained electric or non-electric motor

269,228 3,435,32484.68 はんだ付け用、 ろう付け用又は溶接用の機器 （切断に使用することができるかできないかを問
わないものとし、 第 85.15 項のものを除く。） 及びガス式の表面熱処理用機器　Machinery
and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than
those of heading 85.15; gas-operated surface tempering machines and appliances

14,541 92,79784.69 タイプライター （第 84.43 項のプリンターを除く。）及びワードプロセッサ　Typewriters other than
printers of heading84.43; word-processing machines

498,512 4,401,33584.70 計算機並びにデータを記録し、 再生し、 及び表示するポケットサイズの機械 （計算機能を有
するものに限る。） 並びに会計機、 郵便料金計機、 切符発行機その他これらに類する計算
機構を有する機械並びに金銭登録機　Calculating machines and pocket-size date recording,
reproducing and displaying machines with calculating functions accounting machines,
postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a
calculating device; cash registers

21,660,073 231,687,90384.71 自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データ
をデータ媒体に符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械 （他の項に
該当するものを除く。）　Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or
optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for
processing such data, not elsewhere specified or included

3,504,604 42,098,26884.72 その他の事務用機器 （例えば、 謄写機、 あて名印刷機、 自動紙幣支払機、 硬貨分類機、
硬貨計数機、 硬貨包装機、 鉛筆削り機、 穴あけ機及びステープル打ち機）　Other office
machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines,
automatic banknote dispensers, coin-sorting machines, coin-counting or wrapping machines,
pencil-sharpening machines, perforating or stapling machines)

18,435,460 234,237,36784.73 第 84.69 項から第 84.72 項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品 （カ
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バー、 携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。）　Parts and accessories (other than
covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of
headings 84.69 to 84.72

2,284,283 25,950,03284.74 選別機、 ふるい分け機、 分離機、 洗浄機、 破砕機、 粉砕機、 混合機及び捏和機 （固体
状、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱物性物質の処理用のものに限る。）、
凝結機及び成形機 （固体鉱物燃料、 セラミックペースト、 セメント、 プラスターその他の粉
状又はペースト状の鉱物性物品の処理用のものに限る。） 並びに鋳物用砂型の造型機
Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading
earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form;
machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste,
unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form;
machines for forming foundry moulds of sand

5,491,356 51,225,29884.75 電球、 電子管、 せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品
の製造用又は熱間加工用の機械　Machines for assembling electric or electronic lamps,
tubes or valves or flash-bulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working
glass or glassware

242,528 3,476,58484.76 物品の自動販売機 （例えば、 郵便切手用、 たばこ用、 食料品用又は飲料用のもの。 両替
機を含む。）　Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, cigarette, food
or beverage machines), including money-changing machines

22,930,111 212,579,38084.77 ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械（この
類の他の項に該当するものを除く。）　Machinery for working rubber or plastics or for the
manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this
Chapter

20,000 89,88584.78 たばこの調製用又は製造用の機械 （この類の他の項に該当するものを除く。）　Machinery for
preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this Chapter

77,589,438 792,020,66184.79 機械類 （固有の機能を有するものに限るものとし、 この類の他の項に該当するものを除く。）
Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included
elsewhere in this Chapter

15,174,722 144,369,30584.80 金属鋳造用鋳型枠、 鋳型ベース、 鋳造用パターン及び金属、 金属炭化物、 ガラス、 鉱物
性材料、 ゴム又はプラスチックの成形用の型 （金属インゴット用のものを除く。）　Moulding
boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot
moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics

38,956,448 393,218,30584.81 コック、 弁その他これらに類する物品 （減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、 管、 かん
胴、 タンクその他これらに類する物品用のものに限る。）　Taps, cocks, valves and similar
appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves
and thermostatically controlled valves

39,718,973 406,921,96584.82 玉軸受及びころ軸受　Ball or roller bearings

46,985,447 478,604,85784.83 ギヤボックスその他の変速機 （トルクコンバーターを含む。）、 伝動軸 （カムシャフト及びクラン
クシャフトを含む。）、 クランク、 軸受箱、 滑り軸受、 歯車、 歯車伝動機、 ボールスクリュー、
ローラースクリュー、 はずみ車、 プーリー （プーリーブロックを含む。） 、 クラッチ及び軸継
手 （自在継手を含む。）　Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and
cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller  screws;
gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys,
including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)

5,840,589 55,857,92884.84 ガスケットその他これに類するジョイント （他の材料と結合した金属板製のもの及び二層以上の
金属から成るものに限る。）、 材質の異なるガスケットその他これに類するジョイントをセットに
し又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニカルシール
Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more
layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put
up in pouches, envelopes or similar packings mechanical seals

175,085,446 1,670,882,88984.86 半導体ボール、 半導体ウエハー、 半導体デバイス、 集積回路又はフラットパネルディスプレ
イの製造に専ら又は主として使用する機器、 第 84 類の注 9 （C） の機器並びに部分品及
び附属品　Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of
semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat
panel displays; machines and apparatus specified in Note 9(C) to this Chapter; parts and
accessories:

5,799,093 54,601,34984.87 機械類の部分品 （接続子、 絶縁体、 コイル、 接触子その他の電気用物品を有するもの及び
この類の他の項に該当するものを除く。）　Machinery parts, not containing electrical
connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included
elsewhere in this Chapter

977,400,239 11,504,584,409第 85 類　電気機器及びその部分品並びに録音機、 音声再生機並びにテレビジョンの映像及
び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品　Chapter 85
Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and
reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and
accessories of such articles

21,199,694 248,657,99985.01 電動機及び発電機 （原動機とセットにした発電機を除く。）　Electric motors and generators
(excluding generating sets)

8,833,596 87,679,70185.02 発電機 （原動機とセットにしたものに限る。） 及びロータリーコンバーター　Electric generating
sets and rotary converters

9,307,559 104,854,55585.03 第 85.01 項又は第 85.02 項の機械に専ら又は主として使用する部分品　Parts suitable for use
solely or principally with the machines of heading 85.01 or 85.02

29,489,869 319,237,41785.04 トランスフォーマー、 スタティックコンバーター （例えば、 整流器） 及びインダクター　Electrical
transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors

9,485,144 102,187,85885.05 電磁石、 永久磁石、 永久磁石用の物品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式の
チャック、 クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、 クラッチ、 ブ
レーキ及びリフティングヘッド　Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to
become permanent magnets after magnetisation; electro-magnetic or permanent magnet
chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic couplings, clutches and brakes;
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electro-magnetic lifting heads

2,578,424 28,523,62085.06 一次電池　Primary cells and primary batteries

26,707,702 310,508,74785.07 蓄電池 （隔離板を含むものとし、 長方形 （正方形を含む。） であるかないかを問わない。）
Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including
square)

342,042 3,433,35185.08 真空式掃除機　Vacuum cleaners

725,359 6,530,58785.09 家庭用電気機器 （電動装置を自蔵するものに限るものとし、 第 85.08 項の真空式掃除機を除
く。）　Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor, other than
vacuum cleaners of heading 85.08

997,596 10,270,67885.10 かみそり、 バリカン及び脱毛器 （電動装置を自蔵するものに限る。）　Shavers, hair clippers and
hair-removing appliances with self- contained electric motor

26,238,148 267,327,33485.11 火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器 （例え
ば、 点火用磁石発電機、 直流磁石発電機、 イグニションコイル、 点火プラグ、 予熱プラ
グ及びスターター） 並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機 （例えば、 直流発
電機及び交流発電機） 及び開閉器　Electrical ignition or starting equipment of a kind used
for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition
magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors);
generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with
such engines

8,936,506 96,143,40185.12 電気式の照明用又は信号用の機器 （第 85.39 項の物品を除く。）、 ウインドスクリーンワイパー
及び曇り除去装置 （自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。）　Electrical lighting
or signalling equipment (excluding articles of heading 85.39), windscreen wipers, defrosters
and demisters, of a kind used for cycles or motor vehicles

38,538 469,12985.13 携帯用電気ランプ （内蔵したエネルギー源 （例えば、 電池及び磁石発電機） により機能する
ように設計したものに限るものとし、 第 85.12 項の照明用機器を除く。）　Portable electric
lamps designed to function by their own source of energy (for example, dry batteries,
accumulators, magnetos), other than lighting equipment of heading 85.12

4,255,140 37,654,60985.14 工業用又は理化学用の電気炉 （電磁誘導又は誘電損失により機能するものを含む。） 及び工
業用又は理化学用のその他の機器 （電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するも
のに限る。）　Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning
by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment
of materials by induction or dielectric loss

8,992,092 85,964,70085.15 はんだ付け用、 ろう付け用又は溶接用の機器 （電気式 （電気加熱ガス式を含む。） 、 レー
ザーその他の光子ビーム式、 超音波式、 電子ビーム式、 磁気パルス式又はプラズマアー
ク式のものに限るものとし、 切断に使用することができるかできないかを問わない。） 及び金
属又はサーメットの熱吹付け用電気機器　Electric (including electrically heated gas), laser or
other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering,
brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric
machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets

3,915,549 38,224,64385.16 電気式の瞬間湯沸器、 貯蔵式湯沸器、 浸せき式液体加熱器、 暖房機器及び土壌加熱器、
電熱式の調髪用機器 （例えば、 ヘアドライヤー、 ヘアカーラー及びカール用こて） 及び手
用ドライヤー、 電気アイロンその他の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用
抵抗体 （第 85.45 項のものを除く。）　Electric instantaneous or storage water heaters and
immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic
hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand
dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic
purposes; electric heating resistors, other than those of heading 85.45

40,443,834 444,545,85885.17 電話機 （携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。） 及びその他の機器 （音声、
画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網（例えば、ロー
カルエリアネットワーク （LAN） 又はワイドエリアネットワーク （WAN） ） 用の通信機器を含
む。 ） （第 84.43 項、 第 85.25 項、 第 85.27 項及び第 85.28 項の送受信機器を除く。）
Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other
apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus
for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other
than transmission or reception apparatus of heading 84.43, 85.25, 85.27 or 85.28

2,082,191 25,864,96485.18 マイクロホン及びそのスタンド、 拡声器 （エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わな
い。）、 ヘッドホン及びイヤホン （マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。）、 マ
イクロホンと拡声器を組み合わせたもの、 可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置
Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures;
headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of
a microphone and one or more loudspeakers; audio-frequency electric amplifiers; electric
sound amplifier sets

785,480 13,313,55485.19 音声の記録用又は再生用の機器　Sound recording or reproducing apparatus

1,565,641 22,713,06885.21 ビデオの記録用又は再生用の機器 （ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。）
Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner

4,174,969 56,173,38485.22 部分品及び附属品 （第 85.19 項から第 85.21 項までの機器に専ら又は主として使用するもの
に限る。）　Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus
headings 85.19 to 85.21

22,515,906 289,618,38085.23 ディスク、 テープ、 不揮発性半導体記憶装置、 スマートカードその他の媒体 （記録してある
かないかを問わず、 ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、 第 37 類の物品を
除く。）　Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media
for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices
and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37

62,305,986 815,871,20985.25 ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器 （受信機器、 録音装置又は音声再生装置を自
蔵するかしないかを問わない。）、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコー
ダー　Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not
incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television
cameras, digital cameras and video camera recorders
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13,878,631 148,674,12285.26 レーダー、 航行用無線機器及び無線遠隔制御機器　Radar apparatus, radio navigational aid
apparatus and radio remote control apparatus

1,443,475 13,732,77585.27 ラジオ放送用の受信機器 （同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又
は時計と結合してあるかないかを問わない。）　Reception apparatus for radio-broadcasting,
whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus
or a clock

15,416,133 164,371,04585.28 モニター及びプロジェクター （テレビジョン受像機器を有しないものに限る。） 並びにテレビジョ
ン受像機器 （ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置
を自蔵するかしないかを問わない。）　Monitors and projectors, not incorporating television
reception apparatus; reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-
broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus

34,011,508 504,227,50985.29 第 85.25 項から第 85.28 項までの機器に専ら又は主として使用する部分品　Parts suitable for
use solely or principally with the apparatus of headings 85.25 to 85.28

298,873 4,017,90385.30 鉄道、 軌道、 道路、 内陸水路、 駐車施設、 港湾設備又は空港の信号用、 安全用又は交
通管制用の電気機器 （第 86.08 項のものを除く。）　Electrical signalling, safety or traffic
control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port
installations or airfields (other than those of heading 86.08)

1,816,849 26,501,52185.31 電気式の音響信号用又は可視信号用の機器 （例えば、 ベル、 サイレン、 表示盤、 盗難警
報器及び火災警報器。 第 85.12 項又は第 85.30 項のものを除く。）　Electric sound or visual
signalling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other
than those of heading 85.12 or 85.30

40,438,420 469,374,59185.32 固定式、 可変式又は半固定式のコンデンサー　Electrical capacitors, fixed, variable or
adjustable (pre-set)

8,818,790 96,024,85385.33 電気抵抗器 （可変抵抗器及びポテンショメーターを含むものとし、 電熱用抵抗体を除く。）
Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors

25,964,369 291,745,93985.34 印刷回路　Printed circuits

2,451,328 34,584,56785.35 電気回路の開閉用、 保護用又は接続用の機器 （例えば、 スイッチ、 ヒューズ、 避雷器、 電
圧リミッター、 サージ抑制器、 プラグその他の接続子及び接続箱。 使用電圧が 1,000V を
超えるものに限る。）　Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for
making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters,
voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a voltage
exceeding 1,000 volts

63,738,283 698,357,42985.36 電気回路の開閉用、 保護用又は接続用の機器 （例えば、 スイッチ、 継電器、 ヒューズ、
サージ抑制器、 プラグ、 ソケット、 ランプホルダーその他の接続子及び接続箱。 使用電圧
が 1,000V 以下のものに限る。） 並びに光ファイバー （束にしたものを含む。） 用又は光ファ
イバーケーブル用の接続子　Electrical apparatus for switching or protecting electrical
circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays,
fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders and other connectors, junction boxes),
for a voltage not exceeding 1,000 volts; connectors for optical fibres, optical fibre bundles or
cables

27,059,438 302,145,91485.37 電気制御用又は配電用の盤、 パネル、 コンソール、 机、 キャビネットその他の物品 （第 90
類の機器を自蔵するものを含み、 第 85.35 項又は第 85.36 項の機器を二以上装備するもの
に限る。）及び数値制御用の機器（第 85.17 項の交換機を除く。）　Boards, panels, consoles,
desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 85.35 or
85.36, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating
instruments or apparatus of Chapter 90, and numenical control apparatus, other than switching
apparatus of heading 85.17

29,227,160 327,798,47385.38 第 85.35 項から第 85.37 項までの機器に専ら又は主として使用する部分品　Parts suitable for
use solely or principally with the apparatus of heading 85.35, 85.36 or 85.37

7,106,035 94,579,87385.39 フィラメント電球及び放電管（シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。）
並びにアーク灯　Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and
ultra-violet or infra-red lamps; arc-lamps

3,106,229 33,611,28385.40 熱電子管、 冷陰極管及び光電管 （例えば、 真空式のもの、 蒸気又はガスを封入したもの、
水銀整流管、 陰極線管及びテレビジョン用撮像管）　Thermionic, cold cathode or photo-
cathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes,
mercury arc rectifying valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes)

92,503,007 1,089,632,42485.41 ダイオード、 トランジスターその他これらに類する半導体デバイス、光電性半導体デバイス （光
電池 （モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。） を含む。） 、 発光ダイオー
ド及び圧電結晶素子　Diodes, transistors and similar semi- conductor devices; photosensitive
semi- conductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or
made up into panels; light emitting diodes; mounted piezo-electric crystals

242,804,671 3,023,549,30985.42 集積回路　Electronic integrated circuits

25,668,792 313,917,82385.43 電気機器 （固有の機能を有するものに限るものとし、 この類の他の項に該当するものを除く。）
　Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included
elsewhere in this Chapter

23,863,392 208,481,39585.44 電気絶縁をした線、 ケーブル （同軸ケーブルを含む。） その他の電気導体 （エナメルを塗布
し又は酸化被膜処理をしたものを含むものとし、 接続子を取り付けてあるかないかを問わな
い。） 及び光ファイバーケーブル （個々に被覆したファイバーから成るものに限るものとし、
電気導体を組み込んであるかないか又は接続子を取り付けてあるかないかを問わない。）
Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other
insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made
up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted
with connectors

6,947,997 77,515,93785.45 炭素電極、 炭素ブラシ、 ランプ用炭素棒、 電池用炭素棒その他の製品で黒鉛その他の炭素
のもの （電気的用途に供する種類のものに限るものとし、 金属を取り付けてあるかないかを
問わない。）　Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other
articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes
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798,274 11,241,04085.46 がい子 （材料を問わない。）　Electrical insulators of any material

5,377,947 59,065,08785.47 電気機器の電気絶縁用物品 （成形中に金属製のさ細な部分 （例えば、 ねじを切ったソケット）
を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第 85.46 項
のがい子を除く。） 並びに電線用導管及びその継手 （卑金属製のもので絶縁材料を内張り
したものに限る。）　Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being
fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example,
threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than
insulators of heading 85.46; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined
with insulating material

8,743,673 95,664,85185.48 一次電池又は蓄電池のくず、 使用済みの一次電池及び蓄電池並びに機器の電気式部分品
（この類の他の項に該当するものを除く。）　Waste and scrap of primary cells, primary
batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent
electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included
elsewhere in this Chapter

1,367,598,793 15,418,126,661第 17 部　車両、 航空機、 船舶及び輸送機器関連品　Section XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment

6,304,055 59,662,938第 86 類　鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、 鉄道又は軌道の線
路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器 （電気機械式のものを含む。）
　Chapter 86 Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway
or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-
mechanical) traffic signalling equipment of all kinds

- 8,63386.01 鉄道用機関車 （外部電源又は蓄電池により走行するものに限る。）　Rail locomotives powered
from an external source of electricity or by electric accumulators

- 1,58886.02 その他の鉄道用機関車及び炭水車　Other rail locomotives; locomotive tenders

990,658 12,953,79686.03 鉄道用又は軌道用の客車及び貨車（自走式のものに限るものとし、第 86.04 項のものを除く。）
　Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading
86.04

15,632 81,74586.04 鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両 （自走式であるかないかを問わない。 例えば、 工
作車、 クレーン車、 砂利突固め車、 軌道整正車、 検査車及び軌道検測車）　Railway or
tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example,
workshops, cranes, ballast tampers, trackliners, testing coaches and track inspection vehicles)

404,791 3,038,87786.05 鉄道用又は軌道用の客車、 手荷物車その他の特殊用途車 （自走式のものを除く。） 及び鉄
道用又は軌道用の手荷物車、 郵便車その他の特殊用途車 （自走式のもの及び第 86.04 項
のものを除く。）　Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans,
post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled
(excluding those of heading 86.04)

- 13,84886.06 鉄道用又は軌道用の貨車 （自走式のものを除く。）　Railway or tramway goods vans and
wagons, not self-propelled

4,315,102 34,963,22486.07 鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品　Parts of railway or tramway locomotives or
rolling-stock

447,016 7,425,02486.08 信号用、 安全用又は交通管制用の機械式機器 （電気機械式のものを含むものとし、 鉄道用、
軌道用、 道路用、 内陸水路用、 駐車施設用、 港湾設備用又は空港用のものに限る。）
及び鉄道又は軌道の線路用装備品並びにこれらの部分品　Railway or tramway track
fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic
control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port
installations or airfields; parts of the foregoing

130,856 1,176,20386.09 コンテナ （液体輸送用のものを含むものとし、 一以上の輸送方式による運送を行うために特に
設計し、 かつ、 装備したものに限る。）　Containers (including containers for the transport of
fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport

1,209,377,183 12,849,283,104第87類　鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品　Chapter 87 Vehicles
other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof

15,615,425 172,382,65087.01 トラクター （第 87.09 項のトラクターを除く。）　Tractors (other than tractors of heading 87.09)

22,240,034 241,309,97087.02 10 人以上の人員（運転手を含む。）の輸送用の自動車　Motor vehicles for the transport of ten
or more persons, including the driver

738,220,024 7,912,836,29987.03 乗用自動車その他の自動車 （ステーションワゴン及びレーシングカーを含み、 主として人員の
輸送用に設計したものに限るものとし、 第 87.02 項のものを除く。）　Motor cars and other
motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading
87.02),including station wagons and racing cars

85,682,108 900,036,65087.04 貨物自動車　Motor vehicles for the transport of goods

1,755,850 25,245,01387.05 特殊用途自動車 （例えば、 救難車、 クレーン車、 消防車、 コンクリートミキサー車、 道路清
掃車、 散水車、 工作車及びレントゲン車。 主として人員又は貨物の輸送用に設計したもの
を除く。）　Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the
transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting
vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops,
mobile radiological units)

7,059,126 74,663,63987.06 原動機付きシャシ （第 87.01 項から第 87.05 項までの自動車用のものに限る。）　Chassis fitted
with engines, for the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05

869,714 10,808,21687.07 車体 （運転室を含むものとし、 第 87.01 項から第 87.05 項までの自動車用のものに限る。）
Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05

299,457,770 3,072,475,61087.08 部分品及び附属品 （第 87.01 項から第 87.05 項までの自動車のものに限る。）　Parts and
accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05

325,935 3,693,36087.09 自走式作業トラック （工場、 倉庫、 埠頭又は空港において貨物の短距離の運搬に使用する
種類のものに限るものとし、 持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したものを除く。） 及び鉄
道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクター並びにこれらの部分品　Works
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trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in
factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of
the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

- 38787.10 戦車その他の装甲車両 （自走式のものに限るものとし、 武器を装備しているかいないかを問わ
ない。） 及びその部分品　Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or
not fitted with weapons, and parts of such vehicles

22,087,600 274,292,44387.11 モーターサイクル （モペットを含むものとし、 サイドカー付きであるかないかを問わない。）、 補
助原動機付きの自転車 （サイドカー付きであるかないかを問わない。） 及びサイドカー
Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without
side-cars; side-cars

315,177 3,180,71187.12 自転車 （運搬用三輪自転車を含むものとし、 原動機付きのものを除く。）　Bicycles and other
cycles (including delivery tricycles), not motorised

50,715 494,47087.13 身体障害者用又は病人用の車両 （原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しないかを
問わない。）　Invalid carriages, whether or not motorised or otherwise mechanically propelled

15,285,977 141,268,68087.14 部分品及び附属品 （第 87.11 項から第 87.13 項までの車両のものに限る。）　Parts and
accessories of vehicles of headings 87.11 to 87.13

1,026 19,54087.15 乳母車及びその部分品　Baby carriages and parts thereof

410,702 16,575,46687.16 トレーラー及びセミトレーラー並びにその他の車両 （機械式駆動機構を有するものを除く。） 並
びにこれらの部分品　Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled;
parts thereof

16,988,876 229,449,985第 88 類　航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品　Chapter 88 Aircraft, spacecraft,
and parts thereof

31,827 447,35988.01 気球及び飛行船並びにグライダー、 ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機
Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft

8,000 2,706,22788.02 その他の航空機 （例えば、 ヘリコプター及び飛行機） 並びに宇宙飛行体 （人工衛星を含
む。） 及び打上げ用ロケット　Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes); spacecraft
(including satellites) and spacecraft launch vehicles

16,945,181 226,150,09288.03 部分品 （第 88.01 項又は第 88.02 項の物品のものに限る。）　Parts of goods of heading 88.01
or 88.02

3,868 123,71988.04 落下傘 （可導式落下傘及びパラグライダーを含む。） 及びロートシュート並びにこれらの部分
品及び附属品　Parachutes (including dirigible parachutes and paragliders) and rotochutes;
parts thereof and accessories thereto

- 22,58888.05 航空機射出装置、 着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装置並
びにこれらの部分品　Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying
trainers; parts of the foregoing articles

134,928,679 2,279,730,634第 89 類　船舶及び浮き構造物　Chapter 89 Ships, boats and floating structures

132,149,689 2,240,813,96089.01 客船、 遊覧船、 フェリーボート、 貨物船、 はしけその他これらに類する船舶 （人員又は貨物
の輸送用のものに限る。）　Cruise ships, excursion boats, ferry- boats, cargo ships, barges and
similar vessels for the transport of persons or goods

71,500 1,446,33389.02 漁船及び工船その他漁獲物の加工用又は保存用の船舶　Fishing vessels; factory ships and
other vessels for processing or preserving fishery products

1,299,756 10,386,55989.03 ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、 櫓櫂船及びカヌー　Yachts and other vessels for
pleasure or sports; rowing boats and canoes

851,300 8,622,55389.04 曳航用又は押航用の船舶　Tugs and pusher craft

326,830 13,808,97989.05 照明船、 消防船、 しゅんせつ船、 クレーン船その他の船舶 （航行以外の機能を主とするもの
に限る。）、 浮きドック及び浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム　Light-
vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes, and other vessels the navigability of which is
subsidiary to their main function; floating docks; floating or submersible drilling or production
platforms

209,854 4,403,24789.06 その他の船舶 （軍艦及び救命艇を含むものとし、 櫓櫂船を除く。）　Other vessels, including
warships and lifeboats other than rowing boats

19,750 148,03389.07 その他の浮き構造物 （例えば、 いかだ、 タンク、 コファダム、 浮き桟橋、 ブイ及び水路浮
標）　Other floating structures (for example, rafts, tanks, coffer-dams, landing-stages, buoys
and beacons)

- 100,97089.08 解体用の船舶その他の浮き構造物　Vessels and other floating structures for breaking up

335,977,837 3,625,062,034第 18 部　光学機器、 写真用機器、 映画用機器、 測定機器、 検査機
器、 精密機器、 医療用機器、 時計及び楽器並びにこれらの部分品
及び附属品　Section XVIII Optical, photographic, cinematographic,
measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and
apparatus; clocks and watches; musical instruments; parts and
accessories thereof

321,530,792 3,468,047,470第 90 類　光学機器、 写真用機器、 映画用機器、 測定機器、 検査機器、 精密機器及び医
療用機器並びにこれらの部分品及び附属品　Chapter 90 Optical, photographic,
cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and
apparatus; parts and accessories thereof

41,112,463 501,738,44590.01 光ファイバー （束にしたものを含む。）、 光ファイバーケーブル （第 85.44 項のものを除く。）、
偏光材料製のシート及び板並びにレンズ （コンタクトレンズを含む。）、 プリズム、 鏡その他
の光学用品 （材料を問わないものとし、 取り付けたもの及び光学的に研磨してないガラス製
のものを除く。）　Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those
of heading 85.44; sheets and plates of polarising material; lenses (including contact lenses),
prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such
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elements of glass not optically worked

23,305,796 248,916,40090.02 レンズ、 プリズム、 鏡その他の光学用品 （材料を問わないものとし、 取り付けたもので機器に
装着して又は機器の部分品として使用するものに限り、 光学的に研磨してないガラス製のも
のを除く。）　Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted,
being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not
optically worked

1,186,372 14,053,19190.03 眼鏡のフレーム及びその部分品　Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and
parts thereof

706,225 9,740,62490.04 視力矯正用眼鏡、 保護用眼鏡その他の眼鏡　Spectacles, goggles and the like, corrective,
protective or other

356,076 4,535,80490.05 双眼鏡、 隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具並びに天体観測用機器 （電波観測用
のものを除く。） 及びその支持具　Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and
mountings therefor; other astronomical instruments and mountings therefor, but not including
instruments for radio-astronomy

1,378,338 17,508,84690.06 写真機 （映画用撮影機を除く。） 並びに写真用のせん光器具及びせん光電球 （第 85.39 項
の放電管を除く。）　Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic
flashlight apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of heading 85.39

44,457 412,13990.07 映画用の撮影機及び映写機 （録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わな
い。）　Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording
or reproducing apparatus

56,603 1,077,12590.08 投影機、 写真引伸機及び写真縮小機 （映画用のものを除く。）　Image projectors, other than
cinematographic; photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers

1,317,782 17,236,86290.10 写真用又は映画用の材料の現像、 焼付けその他の処理に使用する機器 （この類の他の項に
該当するものを除く。）、 ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン　Apparatus and
equipment for photographic (including cinematographic) laboratories, not specified or
included elsewhere in this Chapter; negatoscopes; projection screens

2,660,727 26,351,71790.11 光学顕微鏡 （顕微鏡写真用、 顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものを含む。）　Compound
optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or
microprojection

6,455,574 44,040,83390.12 顕微鏡 （光学顕微鏡を除く。） 及び回折機器　Microscopes other than optical micro- scopes;
diffraction apparatus

53,796,602 579,452,49990.13 液晶デバイス （より特殊な限定をした項に該当するものを除く。） 、 レーザー （レーザーダイ
オードを除く。） 及びその他の光学機器 （この類の他の項に該当するものを除く。）　Liquid
crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings; lasers,
other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included
elsewhere in this Chapter

1,858,998 21,038,38090.14 羅針盤その他の航行用機器　Direction finding compasses; other navigational instruments and
appliances

2,884,415 29,247,06090.15 土地測量 （写真測量を含む。） 用、 水路測量用、 海洋測量用、 水理計測用、 気象観測用
又は地球物理学用の機器 （羅針盤を除く。） 及び測距儀　Surveying (including
photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or
geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders

173,003 2,228,63990.16 はかり（感量が 50mg 以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。）
　Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights

1,545,418 13,758,74390.17 製図機器、 けがき用具及び計算用具 （例えば、 写図機械、 パントグラフ、 分度器、 製図用
セット、 計算尺及び計算盤） 並びに手持ち式の測長用具 （例えば、 ものさし、 巻尺、 マ
イクロメーター及びパス。 この類の他の項に該当するものを除く。）　Drawing, marking-out or
mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs,
protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for
use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified
or included elsewhere in this Chapter

33,432,853 368,138,25390.18 医療用又は獣医用の機器 （シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を
含む。）　Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences,
including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing
instruments

769,061 8,394,74990.19 機械療法用、 マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、 酸素吸入
器、 エアゾール治療器、 人工呼吸器その他の呼吸治療用機器　Mechano-therapy
appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy,
oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus

62,153 974,07390.20 その他の呼吸用機器及びガスマスク （機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない
保護用マスクを除く。）　Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks
having neither mechanical parts nor replaceable filters

769,978 11,879,27890.21 整形外科用機器 （松葉づえ、 外科用ベルト及び脱腸帯を含む。） 、 補聴器その他器官の欠
損又は不全を補う機器 （着用し、 携帯し又は人体内に埋めて使用するものに限る。） 、 人
造の人体の部分及び副木その他の骨折治療具　Orthopedic appliances, including crutches,
surgical belts and trusses; splints and other fracture appliances; artificial parts of the body;
hearing aids and other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to
compensate for a defect or disability

14,745,477 142,226,50090.22 エックス線、 アルファ線、 ベータ線又はガンマ線を使用する機器 （放射線写真用又は放射線
療法用のものを含むものとし、 医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。）、 高
電圧発生機、 制御盤、 スクリーン並びに検査用又は処置用の机、 いすその他これらに類
する物品及びエックス線管その他のエックス線の発生機　Apparatus based on the use of X-
rays or of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or
veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray
generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examination or
treatment tables, chairs and the like

586,258 7,909,46890.23 教育用、 展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型　Instruments, apparatus and
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models, designed for demonstrational purposes (for example, in education or exhibitions),
unsuitable for other uses

726,964 6,236,48990.24 硬さ試験機、 強度試験機、 圧縮試験機、 弾性試験機その他の材料試験機 （材料 （例えば、
金属、 木材、 紡織用繊維、 紙及びプラスチック） の機械的性質を試験するものに限る。）
　Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other
mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)

1,904,436 19,296,47790.25 ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、 温度計、 パイロメーター、 気圧計、 湿度計
及び乾湿球湿度計 （記録装置を有するか有しないかを問わない。） 並びにこれらを組み合
わせた物品　Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers,
barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these
instruments

6,421,091 72,472,75390.26 液体又は気体の流量、 液位、 圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器 （例えば、 流
量計、 液位計、 マノメーター及び熱流量計。 第 90.14 項、 第 90.15 項、 第 90.28 項又は
第 90.32 項の機器を除く。）　Instruments and apparatus for measuring or checking the flow,
level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges,
manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 90.14, 90.15, 90.28
or 90.32

26,238,756 298,680,67790.27 物理分析用又は化学分析用の機器 （例えば、 偏光計、 屈折計、 分光計及びガス又は煙の
分析機器）、 粘度、 多孔度、 膨脹、 表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検
査用の機器、 熱、 音又は光の量の測定用又は検査用の機器 （露出計を含む。） 及びミク
ロトーム　Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example,
polarimeters, refractometers, spectro- meters, gas or smoke analysis apparatus); instruments
and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the
like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light
(including exposure meters); microtomes

188,756 2,255,69590.28 気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検定用計器　Gas, liquid or electricity supply
or production meters, including calibrating meters therefor

4,578,180 43,863,70590.29 積算回転計、 生産量計、 タクシーメーター、 走行距離計、 歩数計その他これらに類する物
品並びに速度計及び回転速度計 （第 90.14 項又は第 90.15 項のものを除く。） 並びにスト
ロボスコープ　Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers
and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 90.14 or No. 90.15;
stroboscopes

21,424,382 257,524,48190.30 オシロスコープ、 スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測定用又は検査用の機器 （第
90.28 項の計器を除く。） 及びアルファ線、 ベータ線、 ガンマ線、 エックス線、 宇宙線その
他の電離放射線の測定用又は検出用の機器　Oscilloscopes, spectrum analysers and other
instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of
heading 90.28; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-
ray, cosmic or other ionising radiations

27,678,509 260,951,70090.31 測定用又は検査用の機器 （この類の他の項に該当するものを除く。） 及び輪郭投影機
Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included
elsewhere in this Chapter; profile projectors

41,561,572 420,175,94990.32 自動調整機器　Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

1,603,517 15,729,91690.33 この類の機器の部分品及び附属品 （この類の他の項に該当するものを除く。）　Parts and
accessories (not specified or included elsewhere in this Chapter) for machines, appliances,
instruments or apparatus of Chapter 90

9,552,845 94,410,429第 91 類　時計及びその部分品　Chapter 91 Clocks and watches and parts thereof

3,440 268,39191.01 腕時計、 懐中時計その他の携帯用時計 （ストップウォッチを含むものとし、 ケースに貴金属又
は貴金属を張った金属を使用したものに限る。）　Wrist-watches, pocket-watches and other
watches, including stop-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious
metal

1,515,619 13,905,04291.02 腕時計、 懐中時計その他の携帯用時計 （ストップウォッチを含むものとし、 第 91.01 項のもの
を除く。）　Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches, other
than those of heading 91.01

1,866 19,69591.03 時計 （ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、 携帯用時計及び第 91.04 項の時計を
除く。）　Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 91.04

124,958 1,099,41791.04 計器盤用時計その他これに類する時計 （車両用、 航空機用、 宇宙飛行体用又は船舶用の
ものに限る。）　Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft,
spacecraft or vessel

14,854 222,53091.05 その他の時計 （携帯用時計を除く。）　Other clocks

55,861 518,98191.06 時刻の記録用又は時間の測定用、 記録用若しくは表示用の機器 （時計用ムーブメント又は同
期電動機を有するものに限る。 例えば、 タイムレジスター及びタイムレコーダー）　Time of
day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating
intervals of time, with clock or watch movement or with synchronous motor (for example,
time- registers, time recorders)

47,158 615,80091.07 タイムスイッチ（時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。）　Time switches with
clock or watch movement or with synchronous motor

5,772,960 56,910,19691.08 ウォッチムーブメント （完成品に限る。）　Watch movements, complete and assembled

1,136 142,24391.09 その他の時計用ムーブメント （完成品に限る。）　Clock movements, complete and assembled

834,272 8,936,81291.10 時計用ムーブメントで、 単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てた
もの （ムーブメントセット） 、 未完成の時計用ムーブメントで組み立てたもの並びに時計用ラ
フムーブメント　Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled
(movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock
movements

162,036 1,663,87491.11 携帯用時計のケース及びその部分品　Watch cases and parts thereof

2,363 16,75891.12 時計 （携帯用時計を除く。） のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に使用
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するもの並びにこれらの部分品　Clock cases and cases of a similar type for other goods of
this Chapter, and parts thereof

275,374 2,833,09991.13 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品　Watch straps, watch bands and
watch bracelets, and parts thereof

740,948 7,257,59191.14 その他の時計の部分品　Other clock or watch parts

4,894,200 62,604,135第 92 類　楽器並びにその部分品及び附属品　Chapter 92 Musical instruments; parts and
accessories of such articles

1,806,520 23,218,23892.01 ピアノ （自動ピアノを含む。） 、 ハープシコードその他鍵盤のある弦楽器　Pianos, including
automatic pianos; harpsichords and other keyboard stringed instruments

123,631 792,87492.02 その他の弦楽器 （例えば、 ギター、 バイオリン及びハープ）　Other string musical instruments
(for example, guitars, violins, harps)

697,779 9,955,47092.05 その他の吹奏楽器 （例えば、 クラリネット、 トランペット及びバグパイプ）　Other wind musical
instruments (for example, clarinets, trumpets, bagpipes)

125,934 1,636,88292.06 打楽器 （例えば、 太鼓、 木琴、 シンバル、 カスタネット及びマラカス）　Percussion musical
instruments (for example, drums, xylophones, cymbals, castanets, maracas)

1,065,583 14,408,38992.07 電気的に音を発生し又は増幅する楽器 （例えば、 オルガン、 ギター及びアコーディオン）
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for
example, organs, guitars, accordions)

2,221 19,33392.08 オルゴール、 オーケストリオン、 バーバリアオルガン、 機械式鳴き鳥、 ミュージカルソーその
他の楽器 （この類の他の項に該当するものを除く。） 、 おとり笛及びホイッスル、 角笛その
他の音響信号用笛　Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical
singing birds, musical saws and other musical instruments not falling within any other heading
of this Chapter; decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other mouth-blown sound
signalling instruments

1,072,532 12,572,94992.09 楽器の部分品 （例えば、 オルゴールの機構） 及び附属品 （例えば、 機械式演奏用のカー
ド、 ディスク及びロール）、 メトロノーム、 音さ並びに調子笛　Parts (for example, mechanisms
for musical boxes) and accessories (for example, cards, discs and rolls for mechanical
instruments) of musical instruments; metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds

586,986 6,959,723第 19 部　武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品　Section
XIX Arms and ammunition; parts and accessories thereof

586,986 6,959,723第 93 類　武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品　Chapter 93 Arms and
ammunition; parts and accessories thereof

- 9,15993.01 軍用の武器 （けん銃及び第 93.07 項の武器を除く。）　Military weapons, other than revolvers,
pistols and the arms of heading 93.07

- -93.02 けん銃 （第 93.03 項又は第 93.04 項のものを除く。）　Revolvers and pistols, other than those of
heading 93.03 or 93.04

275,855 3,268,01693.03 その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの （例えば、 スポーツ用の
散弾銃及びライフル、 口装の火器、 ベリー氏式けん銃その他の信号せん光筒発射用に設
計した器具、 空包用けん銃、 ボルト式無痛と殺銃並びに索発射銃）　Other firearms and
similar devices which operate by the firing of an explosive charge (for example, sporting
shotguns and rifles, muzzle-loading firearms, Very pistols and other devices designed to project
only signal flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, captive-bolt humane
killers, line-throwing guns)

35,777 527,44893.04 その他の武器 （例えば、 スプリング銃、 空気銃、 ガス銃及びこん棒。 第 93.07 項の物品を
除く。）　Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding
those of heading 93.07

256,734 2,930,69993.05 第 93.01 項から第 93.04項までの物品の部分品及び附属品　Parts and accessories of articles of
headings 93.01 to 93.04

- -93.06 爆弾、 手りゆう弾、 魚雷、 機雷、 ミサイルその他これらに類する物品及びこれらの部分品並
びに弾薬筒その他の銃砲弾及び発射体並びにこれらの部分品 （散弾及びカートリッジワッド
を含む。）　Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of war and
parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot
and cartridge wads

18,620 224,40193.07 刀、 剣、 やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品及びさや　Swords, cutlasses,
bayonets, lances and similar arms and parts thereof and scabbards and sheaths therefor

42,945,312 494,177,812第 20 部　雑品　Section XX Miscellaneous manufactured articles
13,531,943 137,682,154第 94 類　家具、 寝具、 マットレス、 マットレスサポート、 クッションその他これらに類する詰

物をした物品並びにランプその他の照明器具 （他の類に該当するものを除く。） 及びイルミ
ネーションサイン、 発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
Chapter 94 Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar
stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included;
illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings

11,355,810 114,419,69794.01 腰掛け （寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、 第 94.02 項
のものを除く。） 及びその部分品　Seats (other than those of heading 94.02), whether or not
convertible into beds, and parts thereof

607,022 5,587,76394.02 医療用又は獣医用の備付品 （例えば、 手術台、 検査台、 病院用機構付きベッド及び歯科
用いす） 及び理髪用いすその他これに類するいすで回転し、 傾斜し、 かつ、 上下するた
めの機構を有するもの並びにこれらの部分品　Medical, surgical, dental or veterinary
furniture (for example, operating tables, examination tables, hospital beds with mechanical
fittings, dentists' chairs); barbers' chairs and similar chairs, having rotating as well as both
reclining and elevating movements; parts of the foregoing articles

429,437 5,008,50494.03 その他の家具及びその部分品　Other furniture and parts thereof
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217,405 1,904,09594.04 寝具その他これに類する物品 （例えば、 マットレス、 布団、 羽根布団、 クッション、 プフ及
びまくら。 スプリング付きのもの、 何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセル
ラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、 被覆してあるかないかを問わ
ない。） 及びマットレスサポート　Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing
(for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs
or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not
covered

868,435 10,162,26394.05 ランプその他の照明器具及びその部分品 （サーチライト及びスポットライトを含むものとし、 他
の項に該当するものを除く。） 並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、 発光ネーム
プレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品 （他の項に該当するものを除く。）
Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not
elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like,
having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included

53,834 599,83294.06 プレハブ建築物　Prefabricated buildings

16,168,738 198,482,880第 95 類　がん具、 遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品　Chapter 95
Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof

1,221,460 12,052,72095.03 その他のがん具、 縮尺模型その他これに類する娯楽用模型 （作動するかしないかを問わな
い。） 及びパズル　Other toys; reduced-size ("scale") models and similar recreational models,
working or not; puzzles of all kinds

9,839,233 123,035,68295.04 遊戯場用、 テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品 （ピンテーブル、 ビリヤード台、 カジノ
用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。）　Articles for funfair,
table or parlour games, including pintables, billiards, special tables for casino games and
automatic bowling alley equipment

5,038 60,73095.05 祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品 （奇術用具を含む。）　Festive, carnival or other
entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes

3,062,104 42,449,03795.06 身体トレーニング、 体操、 競技その他の運動 （卓球を含む。） 又は戸外遊戯に使用する物
品 （この類の他の項に該当するものを除く。） 及び水泳用又は水遊び用のプール　Articles
and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, other sports (including
table- tennis) or outdoor games, not specified or included elsewhere in this Chapter; swimming
pools and paddling pools

1,871,118 19,648,98895.07 釣りざお、 釣針その他の魚釣用具及びたも網、 捕虫網その他これらに類する網並びにおとり
具（第 92.08 項又は第 97.05 項のものを除く。）その他これに類する狩猟用具　Fishing rods,
fish-hooks and other line fishing tackle; fish landing nets, butterfly nets and similar nets; decoy
"birds" (other than those of heading 92.08 or 97.05) and similar hunting or shooting requisites

169,785 1,235,72395.08 回転木馬、 スイング、 射的場その他の興行用設備及び巡回サーカス、 巡回動物園又は巡回
劇場の設備　Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements;
travelling circuses, travelling menageries and travelling theatres

13,244,631 158,012,778第 96 類　雑品　Chapter 96 Miscellaneous manufactured articles

32,996 588,57696.01 アイボリー、 骨、 かめの甲、 角、 枝角、 さんご、 真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の
彫刻用又は細工用の材料 （加工したものに限る。） 及び製品 （これらの材料から製造した
ものに限るものとし、 成形により得た製品を含む。）　Worked ivory, bone, tortoise-shell, horn,
antlers, coral, mother-of-pearl and other animal carving material, and articles of these materials
(including articles obtained by moulding)

64,387 621,18196.02 植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料 （加工したものに限る。） 及び製品 （これらの
材料から製造したものに限る。）、 成形品、 彫刻品及び細工品 （ろう、 ステアリン、 天然ガ
ム、 天然レジン又はモデリングペーストから製造したものに限る。）、 他の項に該当しないそ
の他の成形品、 彫刻品及び細工品並びに硬化させてないゼラチン （加工したものに限るも
のとし、 第 35.03 項のゼラチンを除く。） 及び硬化させてないゼラチンの製品　Worked
vegetable mineral carving material and articles of these materials; moulded or carved articles
of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes, and other moulded
or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except
gelatin of heading 35.03) and articles of unhardened gelatin

889,587 9,327,53496.03 ほうき、 ブラシ （機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。）、 動力駆動式でな
い手動床掃除機、 モップ及び羽毛ダスター、 ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状
にした物品、 ペイントパッド、 ペイントローラー並びにスクイージー （ローラースクイージーを
除く。）　Brooms, brushes (including brushes constituting parts of machines, appliances or
vehicles), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorised, mops and feather dusters;
prepared knots and tufts for broom or brush making; paint pads and rollers; squeegees (other
than roller squeegees)

773 7,81196.04 手ふるい　Hand sieves and hand riddles

1,510 13,08296.05 トラベルセット（化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若しくは衣服の清浄用のものに限る。）　Travel
sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

1,501,964 14,126,48596.06 ボタン、 プレスファスナー、 スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品 （ボ
タンモールドを含む。） 並びにボタンのブランク　Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and
press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks

2,407,224 30,261,71596.07 スライドファスナー及びその部分品　Slide fasteners and parts thereof

5,420,197 69,331,93096.08 ボールペン、 フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、 万年筆その
他のペン、 鉄筆、 シャープペンシル並びにペン軸、 ペンシルホルダーその他これらに類す
るホルダー並びにこれらの部分品 （キャップ及びクリップを含むものとし、 第 96.09 項の物品
を除く。）　Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain
pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-
holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing
articles, other than those of heading No: 96.09.

176,839 2,346,62696.09 鉛筆 （第 96.08 項のシャープペンシルを除く。）、 クレヨン、 鉛筆のしん、 パステル、 図画用
木炭、 テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク　Pencils (other than pencils of
heading 96.08), crayons, pencil leads, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks
and tailors' chalks
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22,009 41,06996.10 石盤、 黒板その他これらに類する板 （筆記用又は図画用のものに限るものとし、 枠を有する
か有しないかを問わない。）　Slates and boards, with writing or drawing surfaces, whether or
not framed

97,832 1,079,01796.11 日付印、 封かん用の印、 ナンバリングスタンプその他これらに類する物品 （ラベルに印捺又
は型押しをする器具を含むものとし、 手動式のものに限る。） 並びに手動式コンポジションス
ティック及びこれを有する手動式印刷用セット　Date, sealing or numbering stamps, and the
like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand;
hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks

1,778,334 21,680,56196.12 タイプライターリボンその他これに類するリボン （インキを付けたもの及びその他の方法により印
字することができる状態にしたものに限るものとし、 スプールに巻いてあるかないか又はカー
トリッジに入れてあるかないかを問わない。） 及びインキパッド （インキを付けてあるかないか
又は箱に入れてあるかないかを問わない。）　Typewriter or similar ribbons, inked or
otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads,
whether or not inked, with or without boxes

190,089 1,838,11296.13 たばこ用ライターその他のライター （機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わ
ない。） 及びその部分品 （着火石及びしんを除く。）　Cigarette lighters and other lighters,
whether or not mechanical or electrical, and parts thereof other than flints and wicks

72,605 726,47296.14 喫煙用パイプ （パイプボールを含む。） 、 シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれ
らの部分品　Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts
thereof

76,841 802,39696.15 くし、 ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、 カールピン、 カールグリップ、
ヘアカーラーその他これらに類する物品 （第 85.16 項の物品を除く。） 及びこれらの部分品
　Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and the like,
other than those of heading 85.16, and parts thereof

45,713 654,46196.16 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部並びに化粧用のパフ及び
パッド　Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor; powder- puffs
and pads for the application of cosmetics or toilet preparations

380,533 4,271,51496.17 魔法瓶その他の真空容器 （ケース入りのものに限る。） 及びその部分品 （ガラス製の内部容
器を除く。）　Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof other
than glass inners

85,198 294,23696.18 マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で
作動するもの　Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays
used for shop window dressing

589,941 12,010,926第 21 部　美術品、 収集品及びこっとう　Section XXI Works of art,
collectors’ pieces, and antiques

589,941 12,010,926第 97 類　美術品、 収集品及びこっとう　Chapter 97 Works of art, collectors' pieces, and
antiques

349,297 6,791,58397.01 書画 （肉筆のものに限るものとし、 手作業で描き又は装飾した加工物及び第 49.06 項の図案
を除く。） 及びコラージュその他これに類する装飾板　Paintings, drawings and pastels,
executed entirely by hand, other than drawings of heading 49.06 and other than hand-painted
or hand-decorated manufactured articles; collages and similar decorative plaques

3,892 191,58697.02 銅版画、 木版画、 石版画その他の版画　Original engravings, prints and lithographs

186,086 4,183,66997.03 彫刻、 塑像、 鋳像その他これらに類する物品 （材料を問わない。）　Original sculptures and
statuary, in any material

300 32,72997.04 郵便切手、 収入印紙、 郵便料金納付の印影、 初日カバー、 切手付き書簡類その他これら
に類する物品 （使用したもの並びに使用してないもののうち本邦において通用及び発行の
いずれもしてないものに限る。）　Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day
covers, postal stationery (stamped paper), and the like, used, or if unused not of current or new
issue in the country to which they are destined

12,858 120,16497.05 収集品及び標本 （動物学、 植物学、 鉱物学、 解剖学、 史学、 考古学、 古生物学、 民族
学又は古銭に関するものに限る。）　Collections and collectors' pieces of zoological,
botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic
or numismatic interest

37,508 691,19597.06 こっとう（製作後 100 年を超えたものに限る。）　Antiques of an age exceeding one hundred years

290,549,590 3,505,694,403第 22 部　特殊取扱品　SECTION XXII COMMODITIES AND
TRANSACTIONS NOT CLASSIFIED ACCORDING TO KIND

290,549,590 3,505,694,40300.00 特殊取扱品　Commodities and transactions not classified according to kind




