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品目番号および品名　Code No. & Description 品目番号および品名　Code No. & Description

or preserved

1605.59-210　帆立貝 （いたやがい科のもの。 ペクテン属、 クラミュス属又はプラコ
ペクテン属のもの及びいたや貝を除く。 ） （調製し又は保存に適する処理をしたも
の）
Scallops, (excluding Pectinidae. queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys
or Placopecten, ), prepared or preserved

1605.59-291　その他の軟体動物 （気密容器入りのもの） （調製し又は保存に適す
る処理をしたもの）
Other, molluscs, in airtight container, prepared or preserved

1605.59-299　その他の軟体動物 （気密容器入りでないもの） （調製し又は保存に
適する処理をしたもの）
Other, molluscs, not in airtight container, prepared or preserved

1605.61-000　なまこ （スティコプス ・ヤポニクス及びなまこ綱のもの） （調製し又は
保存に適する処理をしたもの）
Sea cucumbers(Stichopus japonicus, Holothurioidea), prepared or preserved

1605.62-000　うに （パラケントロトゥス ・ リヴィドゥス、 ロクセキヌス ・アルブス、 エ
キキヌス ・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの） （調製し又は
保存に適する処理をしたもの）
Sea urchins(Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus,
Echichinus esculentus), prepared or preserved

1605.63-000　くらげ （ロピレマ属のもの） （調製し又は保存に適する処理をしたも
の）
Jellyfish(Rhopilema spp.), prepared or preserved

1605.69-100　うに（パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキキヌス・エスクレントゥ
ス及びストロンギュロケントロトゥス属のものを除く）（調製しは保存に適する処理をしたもの）
Sea urchins(excludingStrongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus
albus, Echichinus esculentus), prepared or preserved

1605.69-200　くらげ（ロピレマ属のものを除く）（調製し又は保存に適する処理を
したもの）

 Jellyfish(excluding Rhopilema spp.), prepared or preserved

1605.69-300　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)
(その他のもの)
Other aquatic invertebrates, prepared or preserved, n.e.s.
 

1701.12-100　てん菜糖 （粗糖） （香味料又は着色料を加えてないもの） （乾燥状
態において、 全重量に対するしょ糖の含有量が、 検糖計の読みで 98.5 度未満
のもの）
Raw beet sugar, not containing added flavouring or colouring matter, whose
content of sucrose by weight, in the dry state, corresponds to a polarimetric
reading of less than 98.5 degree

1701.12-200　てん菜糖 （粗糖） （香味料又は着色料を加えてないもの） （乾燥状
態において、 全重量に対するしょ糖の含有量が、 検糖計の読みで 98.5 度以上
のもの）
Raw beet sugar, not containing added flavouring or colouring matter, whose
content of sucrose by weight, in the dry state, corresponds to a polarimetric
reading of not less than 98.5 degree

1701.13-000　粗糖 （この類の号注２の甘しや糖） （固体のもの） （香味料又は着
色料を加えてないもの）
Raw sugar, cane sugar specified in Subheading Note 2 to this Chapter, in solid
form, not containing added flavouring or colouring matter

1701.14-110　甘しゃ糖 （粗糖） （香味料又は着色料を加えてないもの） （分蜜糖）
（乾燥状態において、 全重量に対するしょ糖の含有量が、 検糖計の読みで 98.5
度未満に相当するもの）
Raw cane sugar, not containing added flavouring or colouring matter, whose
content of sucrose by weight, in the dry state, corresponds to a polarimetric
reading of less than 98.5 degree, centrifugal

1701.14-190　甘しゃ糖 （粗糖） （香味料又は着色料を加えてないもの） （乾燥状
態において、 全重量に対するしょ糖の含有量が、 検糖計の読みで 98.5 度未満
に相当するもの） （その他のもの）
Raw cane sugar, not containing added flavouring or colouring matter, in the dry
state, corresponds to a polarimetric reading of less than 98.5 degree, centrifugal
n.e.s.

1701.14-200　その他の甘しゃ糖
Other, Raw cane sugar

1701.91-000　しょ糖 （香味料又は着色料を加えたもの）
Sucrose, containing added flavouring or colouring matter

1701.99-100　しょ糖 （氷砂糖、 角砂糖、 棒砂糖その他これらに類するもの）
Sucrose (rock candy, cube sugar, loaf sugar and similar sugar)

1701.99-200　しょ糖 （その他のもの）
Sucrose, n.e.s.

1702.11-000　乳糖及び乳糖水 （無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状
態において全重量の 99% 以上のもの）
Lactose and lactose syrup, containing by weight 99% or more lactose,
expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter

1702.19-000　乳糖及び乳糖水 （その他のもの）
Lactose and lactose syrup, n.e.s.

1702.20-100　かえで糖
Maple sugar

1702.20-200　かえで糖水
Maple syrup

1702.30-100　ぶどう糖及びぶどう糖水 （果糖を含有してないもの及び果糖の含有
量が乾燥状態において全重量の 20% 未満のもの） （香味料又は着色料を加えた
もの）
Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state
less than 20% by weight of fructose, containing added flavouring or colouring
matter

1702.30-210　ぶどう糖及びぶどう糖水 （果糖を含有しないもの及び果糖の含有量
が乾燥状態において全重量の 20% 未満のもの） （砂糖を加えたもの） （香味料又
は着色料を加えたものを除く。）
Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state
less than 20% by weight of fructose, containing added sugar, not containing
added flavouring or colouring matter

1702.30-221　ぶどう糖及びぶどう糖水 （果糖を含有しないもの及び果糖の含有量
が乾燥状態において全重量の 20% 未満のもの） （精製したもの） （砂糖、 香味料
又は着色料を加えたものを除く。）
Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state
less than 20% by weight of fructose, refined, excluding those containing added
sugar or added flavouring or colouring matter

1702.30-229　ぶどう糖及びぶどう糖水 （果糖を含有しないもの及び果糖の含有量
が乾燥状態において全重量の 20% 未満のもの） （その他のもの）
Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state
less than 20% by weight of fructose, n.e.s.

1702.40-100　ぶどう糖及びぶどう糖水 （果糖の含有量が乾燥状態において全重
量の 20% 以上 50% 未満のものに限るのものとし、 転化糖を除く。） （香味料又は
着色料を加えたもの）
Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than
50% by weight of fructose, excluding invert sugar, containing added flavouring
or colouring matter

1702.40-210　ぶどう糖及びぶどう糖水 （果糖の含有量が乾燥状態において全重
量の 20% 以上 51% 未満のものに限るものとし、 添加糖を除く。） （砂糖を加えた
もの）
Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than
50% by weight of fructose, excluding invert sugar, containing added sugar

1702.40-220　ぶどう糖及びぶどう糖水 （果糖の含有量が乾燥状態において全重
量の 20% 以上 50% 未満のものに限るものとし、 転化糖を除く。） （その他のもの）
Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than
50% by weight of fructose, excluding invert sugar, n.e.s.

1702.50-000　果糖 （化学的に純粋なもの）
Chemically pure fructose

1702.60-100　その他の果糖及び果糖水（果糖の含有量が乾燥状態において全重
量の 50% を超えるものとし、 転化糖を除く。） （香味料又は着色料を加えたもの）
Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by
weight of fructose, excluding invert sugar, containing added flavouring or
colouring matter

1702.60-210　その他の果糖及び果糖水（果糖の含有量が乾燥状態において全重
量の 50% を超えるものとし、 転化糖を除く。） （砂糖を加えたもの）
Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by
weight of fructose, excluding invert sugar, containing added sugar

1702.60-220　その他の果糖及び果糖水（果糖の含有量が乾燥状態において全重
量の 50% を超えるものとし、 転化糖を除く。） （その他のもの）
Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by
weight of fructose, excluding invert sugar, n.e.s.

1702.90-110　砂糖 （分蜜糖 （転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で
果糖を乾燥状態において全重量の 50% 含有するものを含む。））
Sugar, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing
in the dry state 50% by weight of fructose, centrifugal

1702.90-190　砂糖（転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥
状態において全重量の 50% 含有するものを含み、 甘しゃ糖、 果糖、 分蜜糖を
除く。）
Sugar, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing
in the dry state 50% by weight of fructose, excluding cane sugar, beet sugar
centrifugal

1702.90-211　砂糖水（転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾
燥状態において全重量の 50% 含有するものを含む。） （分蜜糖のもの）
Sugar syrup of centrifugal, including invert sugar and other sugar and sugar
syrup blends containing in the dry state 50% by weight of fructose

1702.90-219　砂糖水（転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾
燥状態において全重量の 50% 含有するものを含む。） （分蜜糖のものを除く。）
Sugar syrup (excluding of centrifugal), including invert sugar and other sugar
and sugar syrup blends containing in the dry state 50% by weight of fructose

1702.90-290　人造はちみつ（転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果
糖を乾燥状態において全重量の 50% 含有するものを含む。）
Artificial honey, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends
containing in the dry state 50% by weight of fructose

1702.90-300　カラメル


