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第１１類

便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装

置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，化学繊維製造用乾燥

機，牛乳殺菌機，製パン機，ベニヤ製造用乾燥機，工業用

炉，原子炉，収穫物乾燥機，飼料乾燥装置，ボイラー（動

力機械部品・機関用のものを除く。），暖冷房装置，冷凍

機械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機

械器具（「椅子」を除く。），業務用加熱調理機械器具，業

務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用

水位制御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，

ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄水装置，電球類及び照

明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口

用ワッシャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，

アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，あんどん，ち

ょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，懐炉，

懐炉灰，湯たんぽ，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，

化学物質を充てんした保温保冷具，洗浄機能付き便座，洗

面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用椅子，浴

槽類，ストーブ類（電気式のものを除く。）

便所ユニット 浴室ユニット ０７Ａ０９

乾燥装置 換熱器 蒸煮装置 蒸発装置 蒸留装置 熱交換器 ０９Ａ０６

［第７類 第９類］

化学繊維製造用乾燥機 ０９Ａ０７

［第７類 第８類 第26類］
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牛乳殺菌機 製パン機 ０９Ａ０８

［第７類］

ベニヤ製造用乾燥機 ０９Ａ０９

［第７類］

工業用炉 原子炉 ０９Ａ１２

１ 工業用炉

加熱炉 乾りゅう炉 均熱炉 混銑炉 焼成窯 電気炉 熱風炉 発生炉 溶解炉
せん

るつぼ ロータリーキルン

２ 原子炉

収穫物乾燥機 飼料乾燥装置 ０９Ａ４１

［第７類 第８類］

ボイラー（動力機械部品・機関用のものを除く。） ０９Ｂ０１

［第７類 第12類］

（備考）「ボイラー（動力機械部品・機関用のものを除く。）」は、「温気暖房装置

温気炉 温水暖房装置 蒸気暖房装置 放熱器」に類似と推定する。

暖冷房装置 ０９Ｅ１１

温気暖房装置 温気炉 温水暖房装置 業務用加湿機 業務用空気清浄機 業務用除

湿機 蒸気暖房装置 単位誘引式空気調和装置 中央式空気調和装置 放熱器 窓掛け

式空気調和装置 路面暖房装置

（備考）「温気暖房装置 温気炉 温水暖房装置 蒸気暖房装置 放熱器」は、「ボ

イラー（動力機械部品・機関用のものを除く。）」に類似と推定する。



- 63 -

冷凍機械器具 ０９Ｅ１２

ガス冷蔵庫 製氷機 冷却機 冷却蒸発機 冷却筒 冷凍機 冷凍用又は冷蔵用のシ

ョーケース

業務用衣類乾燥機 ０９Ｅ２３

［第７類］

美容院用又は理髪店用の機械器具（「椅子」を除く。） ０９Ｅ２５

［第10類 第20類］

タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 美容院用頭髪蒸し器 理髪店用洗髪台

業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機 業務用食器消毒器 ０９Ｅ２８

［第７類］

１ 業務用加熱調理機械器具

業務用揚物器 業務用炊飯器 業務用電磁調理器 業務用煮炊釜 業務用焼物器 業

務用レンジ

２ 業務用食器乾燥機 業務用食器消毒器

水道用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓 ０９Ｆ０５

［第６類 第７類 第17類 第19類 第20類］

汚水浄化槽 し尿処理槽 ０９Ｇ５７
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ごみ焼却炉 （０９Ｇ５８・１９Ｂ４８）

業務用ごみ焼却炉 ０９Ｇ５８

家庭用ごみ焼却炉 １９Ｂ４８

太陽熱利用温水器 ０９Ｇ６１

浄水装置 ０９Ｇ６２

工業用水用浄水装置 上水用浄水装置

電球類及び照明用器具 １１Ａ０２

アーク灯 懐中電灯 笠 蛍光灯 坑内安全灯 殺菌灯 シャンデリア 集魚灯 水

銀灯 スポットライト 赤外線電球 ダイビング用ライト 太陽灯 探照灯 乗物用発

電ランプ 白熱電球 白熱電灯器具 放電灯用器具 豆電球

家庭用電熱用品類 （１１Ａ０６・１１Ａ０７）

家庭用電熱用品類（美容用又は衛生用のものを除く。） １１Ａ０６

［第７類 第８類］

衣類乾燥器 加湿器 家庭用電気浄水器 家庭浴槽用電気式温水浄化器 空気清浄

器 除湿機 扇風機 電解水生成器 電気カーペット 電気がま 電気コーヒー沸か

し 電気こたつ 電気こんろ 電気ストーブ 電気足温器 電気トースター 電気火

鉢 電気布団 電気ポット 電気毛布 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気レンジ 電子

レンジ 電磁調理器 布団乾燥機 ホットプレート ルームクーラー レンジフード
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（備考）「電気ストーブ」は、「ガスストーブ 石炭ストーブ 石油ストーブ」に

類似と推定する。

美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類 １１Ａ０７

［第８類 第21類 第26類］

家庭用超音波美顔器 ヘアドライヤー

水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー １３Ｃ０１

［第６類 第17類 第18類 第20類 第26類］

（備考）「水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー」は、第18類「洋傘金具」、第25類

「靴くぎ 靴びょう 靴保護金具」、「げた金具」及び第26類「靴はとめ 靴ひ

も代用金具」に類似と推定する。

ガス湯沸かし器 １９Ａ０１

［第21類］

（備考）「ガス湯沸かし器」は、「ガスストーブ」及び「加熱器」に類似と推定す

る。

加熱器 調理台 流し台 １９Ａ０２

１ 加熱器

ガスレンジ かまど 七輪 石油こんろ 天火 バーベキューグリル

２ 調理台 流し台

（備考）「加熱器」は、「ストーブ類（電気式のものを除く。）」及び「ガス湯沸かし器」

に類似と推定する。
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アイスボックス 氷冷蔵庫 １９Ａ０４

［第21類］

家庭用浄水器 １９Ａ０７

あんどん ちょうちん １９Ｂ２４

ガスランプ 石油ランプ ほや １９Ｂ２５

［第４類］

あんか 懐炉 懐炉灰 湯たんぽ １９Ｂ２８

家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽 １９Ｂ４０

化学物質を充てんした保温保冷具 １９Ｂ５０

洗浄機能付き便座 洗面所用消毒剤ディスペンサー 便器 和式便器用椅子

１９Ｂ５６

［第21類 第24類］
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浴槽類 １９Ｂ５７

洗い場付き浴槽 気泡発生装置付き浴槽 シャワー器具 洗面台及び洗い場付き浴槽

浴槽 浴槽がま

ストーブ類（電気式のものを除く。） ２０Ａ０２

ガスストーブ 石炭ストーブ 石油ストーブ 石油ストーブしん 暖炉 火鉢

（備考）１「ストーブ類（電気式のものを除く。）」は、「加熱器」に類似と推定す

る。

２「ガスストーブ」は、「ガス湯沸かし器」に類似と推定する。

３「ガスストーブ 石炭ストーブ 石油ストーブ」は、「電気ストーブ」に類

似と推定する。


