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01 010001
combusting preparations [chemical additives to

motor fuel]
○ 原動機燃料用添加剤 01A01 ○

可燃製液（發動機燃料用化學添加
劑）

0103

01 010002 adhesives for industrial purposes ○ 工業用接着剤 01A02 ○ 工業用黏著劑 0111

01 010003 salt for preserving, other than for foodstuffs ○
保存用塩（食品の保存に用いられる
ものを除く。）

01A01 ○ 非食用保存用鹽 0101

01 010004 auxiliary fluids for use with abrasives ○ 研磨用補助液 01A01 ○ 研磨用輔助液 0101

01 010005 vulcanization accelerators ○ 加硫促進剤 01A01 ○ 硫化促進劑 0101

01 010006 anti-frothing solutions for accumulators ○ 蓄電池用消泡液 01A01 ○ 蓄電池用發泡防止劑 0101

01 010006 anti-frothing solutions for batteries ○ 蓄電池用消泡液 01A01 ○ 蓄電池用發泡防止劑 0101

01 010007 acetates [chemicals]* ○ 酢酸塩 01A01 ○ 醋酸鹽（化學品）* 0101

01 010008 acetate of cellulose, unprocessed ○ 未処理酢酸セルローズ 01A01 ○ 未加工醋酸纖維素 0101、0110

01 010009 bacteriological preparations for acetification ○ 酢化用バクテリア調製剤 01A01,33D05 ○ 醋化用細菌製劑 0101

01 010010 acetic anhydride ○ 無水酢酸 01A01 ○ 無水醋酸 0101

01 010011 acetone ○ アセトン 01A01 ○ 丙酮 0101

01 010012 acetylene ○ アセチレン 01A01 ○ 乙炔 0101

01 010013 acetylene tetrachloride ○ 四塩化アセチレン 01A01 ○ 四氯化乙炔 0101

01 010014 acids* ○ 酸類 01A01 ○ 酸類* 0101

01 010015 chemical condensation preparations ○ 冷媒 01A01 ○ 化學凝結劑 0101

01 010016 acid proof chemical compositions ○ 耐酸性化学合成物 01A01 ○ 耐酸性的化學合成劑 0101

01 010017
finishing preparations for use in the

manufacture of steel
○ 鋼製造用仕上剤 01A01 ○ 鋼製造用加工處理劑 0101

01 010018 actinium ○ アクチニウム 06A02 ○ 錒 0101

01 010019 additives, chemical, to drilling muds ○ 掘削泥水用添加剤 01A01 ○ 鑽井泥漿用化學添加劑 0101

01 010019 chemical additives to drilling muds ○ 掘削泥水用添加剤 01A01 ○ 鑽井泥漿用化學添加劑 0101

01 010020 additives, chemical, to motor fuel ○ 原動機燃料用化学添加剤 01A01 ○ 發動機燃料用化學添加劑 0103

01 010020 chemical additives to motor fuel ○ 原動機燃料用化学添加剤 01A01 ○ 發動機燃料用化學添加劑 0103

01 010021 detergent additives to gasoline ○ 洗浄用ガソリン添加剤 01A01 ○ 汽油淨化添加劑 0103

01 010021 detergent additives to petrol ○ 洗浄用ガソリン添加剤 01A01 ○ 汽油淨化添加劑 0103

01 010022 adhesive preparations for surgical bandages ○ 包帯用接着剤 01A02 ○ 外科繃帶用黏著劑 0111

01 010023 water-softening preparations ○ 硬水軟化剤 01A01 ○ 水軟化劑 0101

01 010024 gum tragacanth for industrial purposes ○ 工業用トラガカントゴム 01A01 ○ 製造業用特拉加康斯樹膠 0101

01 010025 activated carbon ○ 活性炭 01A01 ○ 活性碳 0101

01 010025 activated charcoal ○ 活性炭 01A01 ○ 活性碳 0101

01 010026 propellant gases for aerosols ○ エアゾール用圧縮不活性ガス 01A01 ○ 氣溶膠用高壓氣體 0101

01 010027 reducing agents for use in photography ○ 写真用還元剤 10E01 ○ 照相用還原劑 0105

01 010028 adhesives for billposting ○ ビラ張り用接着剤 01A02 ○ 張貼海報用黏膠 0111

01 010029 agar-agar for industrial purposes ○ 工業用寒天 01A01 ○ 工業用瓊脂 0101

01 010030 agglutinants for concrete ○ コンクリート用接合剤 01A01 ○ 混凝土用黏著劑 0101

01 010031
agricultural chemicals, except fungicides,

herbicides, insecticides and parasiticides
○

農薬（殺菌剤、除草剤、殺虫剤及び
寄生生物駆除剤を除く。）

01B02 ○
農業用化學品（殺菌劑及除草劑及
殺蟲劑及寄生生物驅除劑除外）

0102

01 010032 compositions for repairing inner tubes of tires ○ タイヤチューブ修理剤 01A01 ○ 補胎膠 0111

01 010032 compositions for repairing inner tubes of tyres ○ タイヤチューブ修理剤 01A01 ○ 補胎膠 0111

01 010033 albumin [animal or vegetable, raw material] ○
動物性又は植物性アルブミン（原
料）

01A01 ○ 蛋白（動物性或植物性原料） 0101

01 010034 iodised albumen ○ よう化アルブミン 01A01 ○ 含碘蛋白 0101

01 010035 malt albumen ○ 麦芽アルブミン 01A01 ○ 麥芽蛋白 0101

01 010036 albumenized paper ○ 鶏卵紙 10E01 ○ 蛋白紙 0101

01 010037 alkalies ○ アルカリ類 01A01 ○ 鹼類 0101

01 010038 caustic alkali ○ か性アルカリ 01A01 ○ 苛性鹼 0101

01 010039 alkaline-earth metals ○ アルカリ土類金属 01A01,06A02 ○ 鹼土金屬 0101

01 010040 alcohol* ○ アルコール 01A01 ○ 甲醇* 0101

01 010041 ethyl alcohol ○ エチルアルコール 01A01 ○ 乙醇 0101

01 010042 aldehydes* ○ アルデヒド類 01A01 ○ 醛類* 0101

01 010043 seaweeds [fertilisers] ○ 海草（肥料） 02A01 ○ 海草肥料 0104

01 010043 seaweeds [fertilizers] ○ 海草（肥料） 02A01 ○ 海草肥料 0104

01 010044 chemical substances for preserving foodstuffs ○ 食品保存用化学剤 01A01 ○ 食品防腐用化學劑 0101

01 010045
chemical preparations for facilitating the

alloying of metals
○ 合金化促進剤 01A01 ○ 合金化促進用化學劑 0101

01 010046 alumina ○ アルミナ 01A01 ○ 氧化鋁 0101

01 010047 aluminium alum ○ アルミニウム明ばん 01A01 ○ 氨明礬 0101

01 010048 aluminium hydrate ○ アルミニウム水和物 01A01 ○ 氫氧化鋁 0101

01 010049 aluminium silicate ○ けい酸アルミニウム 01A01 ○ 矽酸鋁 0101

01 010050 aluminium chloride ○ 塩化アルミニウム 01A01 ○ 氯化鋁 0101

01 010051 aluminium iodide ○ よう化アルミニウム 01A01 ○ 碘化鋁 0101

01 010052 alum ○ 明ばん 01A01 ○ 明礬 0101

01 010053 soil conditioning preparations ○ 土壌改良剤 01B02 ○ 土壤改良用化學品 0104

01 010054 americium ○ アメリシウム 06A02 ○ 鋂 0101

01 010055 starch for industrial purposes ○ 工業用でん粉 33A03 ○ 工業用澱粉 0101

01 010056 starch-liquifying chemicals [ungluing agents] ○ でん粉液化用化学品（剥離剤） 01A01 ○ 澱粉液化用化學品（剝離劑） 0101

01 010056
ungluing agents [chemical preparations for

liquifying starch]
○ でん粉液化用化学品（剥離剤） 01A01 ○ 剝離劑（澱粉液化用化學劑） 0101

01 010057 sal ammoniac ○ 塩化アンモニウム 01A01 ○ 氯化銨 0101

01 010058 spirits of salt ○ 塩酸 01A01 ○ 鹽酸 0101

01 010060 ammoniacal salts ○ アンモニウム塩 01A01 ○ 氨鹽 0101

01 010061 ammonia* ○ アンモニア 01A01 ○ 氨* 0101

01 010062 ammonium aldehyde ○ アンモニウムアルデヒド 01A01 ○ 銨醛 0101

01 010063 ammonia alum ○ アンモニア明ばん 01A01 ○ 氨明礬 0101

01 010064 amyl acetate ○ 酢酸アミル 01A01 ○ 醋酸戊酯 0101

01 010065 amyl alcohol ○ アミルアルコール 01A01 ○ 戊醇 0101

01 010066 anhydrous ammonia ○ 無水アンモニア 01A01 ○ 無水氨 0101

01 010067 anhydrides ○ 無水物 01A01 ○ 脫水劑 0101

01 010068 animal charcoal ○ 獣炭 01A01 ○ 動物炭 0101

01 010069 animal albumen [raw material] ○ 動物性アルブミン（原料） 01A01 ○ 動物性蛋白質（原料） 0101

01 010070 anthranilic acid ○ アントラニル酸 01A01 ○ 氨茴酸 0101

01 010071
anti-knock substances for internal combustion

engines
○ 内燃機関用アンチノック剤 01A01 ○ 內燃機用防爆劑 0103

01 010072 antifreeze ○ 不凍剤 01A01 ○ 抗凍劑 0101

01 010073 anti-incrustants ○ 湯あか形成防止剤 01A01 ○ 水垢防止劑 0101

01 010074 antimony ○ アンチモン 06A02 ○ 銻 0101

01 010075 antimony oxide ○ 酸化アンチモン 01A01 ○ 氧化銻 0101

01 010076 antimony sulfide ○ 硫化アンチモン 01A01 ○ 硫化銻 0101

01 010077 size for use in the textile industry ○ 繊維工業用のり 01A02 ○ 紡織工業用上漿劑 0101

01 010078 gum arabic for industrial purposes ○ 工業用アラビアゴム 01A01 ○ 工業用阿拉伯膠 0101

01 010079 glutinous preparations for tree-banding ○ 接ぎ木用接着剤 01A02 ○ 接枝用黏著劑 0102、0111

01 010079 glutinous preparations for tree-grafting ○ 接ぎ木用接着剤 01A02 ○ 接枝用黏著劑 0102、0111

01 010079 glutinous tree-banding preparations ○ 接ぎ木用接着剤 01A02 ○ 接枝用黏著劑 0102、0111

01 010079 glutinous tree-grafting preparations ○ 接ぎ木用接着剤 01A02 ○ 接枝用黏著劑 0102、0111

01 010080 tree cavity fillers [forestry] ○ 林業用樹木空洞充てん剤 01A01 ○ 樹木空洞充填用劑（林業用） 0102

01 010081 silver salt solutions for silvering ○ 銀めっき用銀塩液 01A01 ○ 鍍銀用銀鹽液 0101

01 010082 argon ○ アルゴン 01A01 ○ 氬 0101

01 010083 lead arsenate ○ 砒酸鉛 01A01 ○ 砷酸鉛 0101

01 010084 arsenic ○ ひ素 01A01 ○ 砷 0101

01 010085 arsenious acid ○ 亜ひ酸 01A01 ○ 亞砷酸 0101

01 010086 astatine ○ アスタチン 01A01,06A02 ○ 砈 0101

01 010087 fuel for nuclear reactors ○ 原子炉用燃料 01A01,06A02 ○ 核子反應爐用燃料 0101

01 010089 chemical preparations for decarbonising engines ○ 内燃機関用炭素除去剤 01A01 ○ 內燃機用去炭劑 0103

01 010089 engine-decarbonising chemicals ○ 内燃機関用炭素除去剤 01A01 ○ 內燃機用去炭用化學品 0103

01 010090 self-toning paper [photography] ○ 自動調色紙（写真用のもの） 10E01 ○ 自動調色紙（攝影） 0105

01 010091 textile-brightening chemicals ○ 織物用蛍光増白剤 01A01 ○ 紡織物增艷用化學品 0101

01 010092 nitrogen ○ 窒素 01A01 ○ 氮 0101

01 010093 nitrous oxide ○ 一酸化二窒素 01A01 ○ 氧化亞氮（笑氣） 0101

01 010094 nitrogenous fertilisers ○ 窒素肥料 02A01 ○ 氮肥料 0104

01 010094 nitrogenous fertilizers ○ 窒素肥料 02A01 ○ 氮肥 0104



01 010095 nitric acid ○ 硝酸 01A01 ○ 硝酸 0101

01 010096
oenological bactericides [chemical preparations

for use in wine making]
○ ぶどう酒醸造用殺菌化学剤 01A01 ○

葡萄酒用殺菌劑（用於葡萄酒釀造
的化學劑）

0101

01 010097 fixing baths [photography] ○ 写真用定着剤 10E01 ○ 照片用定影劑 0105

01 010098 baths for galvanizing ○ 亜鉛めっき用溶液 01A01 ○ 鍍鋅用溶液 0101

01 010098 galvanizing baths ○ 亜鉛めっき用溶液 01A01 ○ 鍍鋅用溶液 0101

01 010099 toning baths [photography] ○ 写真用調色液 10E01 ○ 調色定影液（照相） 0105

01 010100 soda ash ○ ソーダ灰 01A01 ○ 蘇打灰 0101

01 010101 barium ○ バリウム 06A02 ○ 鋇 0101

01 010102 baryta ○ 過酸化バリウム 01A01 ○ 氧化鋇 0101

01 010103 baryta paper ○ バライタ紙 10E01 ○ 氧化鋇紙 0101

01 010104 barium compounds ○ バリウム化合物 01A01 ○ 鋇化合物 0101

01 010105 substances for preventing runs in stockings ○ ストッキング用伝線防止剤 01A01 ○ 絲襪用防脫線劑 0101

01 010106 bases [chemical preparations] ○ 塩基類 01A01 ○ 鹼（化學製劑） 0101

01 010107
chemicals, except pigments, for the manufacture

of enamel
○

エナメル製造用化学品（顔料を除
く。）

01A01 ○ 製造瓷器用顏料以外的化學劑 0101

01 010108 bauxite ○ ボーキサイト 06B01 ○ 鋁土礦（鐵鋁氧石） 0101

01 010109 bentonite ○ ベントナイト 06B01 ○ 膨潤土 0101

01 010110 benzene-based acids ○ ベンゼン系の酸類 01A01 ○ 苯系酸類 0101

01 010111 benzene derivatives ○
ベンゼン誘導体（化学品として用い
られるものに限る。）

01A01 ○ 苯衍生物 0101

01 010112 benzoic acid ○ 安息香酸 01A01 ○ 安息香酸 0101

01 010113 benzoic sulfimide ○ 工業用サッカリン 31A03 ○ 糖精 0101

01 010114 saccharin for industrial purposes ○ 工業用サッカリン 31A03 ○ 工業用糖精 0101

01 010115 berkelium ○ バークリウム 06A02 ○ 鉳 0101

01 010116 concrete-aeration chemicals ○
コンクリートエアレーション用化学
剤

01A01 ○ 混凝土通氣用化學品 0101

01 010117 concrete preservatives, except paints and oils ○
コンクリート保存剤（ペイント及び
油を除く。）

01A01 ○ 除油漆和油外的混凝土防腐劑 0101

01 010118 bichloride of tin ○ 二塩化すず 01A01 ○ 二氯化錫 0101

01 010119 bichromate of potassium ○ 重クロム酸カリウム 01A01 ○ 重鉻酸鉀 0101

01 010120 bichromate of soda ○ 重クロム酸ソーダ 01A01 ○ 重鉻酸鹼 0101

01 010121 beer-clarifying and preserving agents ○ ビール用の清澄剤及び保存剤 01A01 ○ 啤酒用清澄及保存劑 0101

01 010122 biochemical catalysts ○ 生化学的触媒 01A01 ○ 生物化學催化劑 0101

01 010123 potassium dioxalate ○ 酸性しゅう酸カリウム 01A01 ○ 二氧化鉀 0101

01 010124 manganese dioxide ○ 二酸化マンガン 01A01 ○ 二氧化錳 0101

01 010125 bismuth ○ ビスマス 06A02 ○ 鉍 0101

01 010126 basic gallate of bismuth ○ 塩基性没食子酸ビスマス 01A01 ○ 鹼性没食子酸鉍 0101

01 010127
moistening [wetting] preparations for use in

bleaching
○ 漂白用湿潤（加湿）剤 01A01 ○ 漂白用潤濕（加濕）劑 0101

01 010127 wetting preparations for use in bleaching ○ 漂白用加湿剤 01A01 ○ 漂白用潤濕劑 0101

01 010128 wax-bleaching chemicals ○ ワックス漂白用化学品 01A01 ○ 蠟漂白用化學品 0101

01 010130 tan-wood ○ 木材より抽出したタンニンエキス 01A01 ○ 鞣酸 0101

01 010131 wood alcohol ○ メタノール 01A01 ○ 甲醇 0101

01 010132 wood pulp ○ 木材パルプ 34D01 ○ 木漿 0108

01 010133 pyroligneous acid [wood vinegar] ○ 木酢液 01A01 ○ 木醋酸（焦木酸） 0101

01 010133 wood vinegar [pyroligneous acid] ○ 木酢液 01A01 ○ 焦木酸（木醋） 0101

01 010134 borax ○ ほう砂 01A01,06B01 ○ 硼砂（四硼酸鈉） 0101

01 010135 boric acid for industrial purposes ○ 工業用ほう酸 01A01 ○ 工業用硼酸 0101

01 010136 drilling muds ○ 掘削泥水 01A01 ○ 鑽井泥漿 0101

01 010137 brazing preparations ○ ろう付け剤 01A01 ○ 焊接劑 0101

01 010138 condensation-preventing chemicals ○ 凝縮防止用化学品 01A01 ○ 防冷凝用化學品 0101

01 010139 catechu ○ カテキュー 01A01 ○ 兒茶 0101

01 010140 kainite ○ カイナイト 06B01 ○ 鉀鹽鎂礬 0101

01 010141 calcium cyanamide [fertiliser] ○ カルシウムシアナミド（肥料） 02A01 ○ 氰氨化鈣肥料 0104

01 010141 calcium cyanamide [fertilizer] ○ カルシウムシアナミド（肥料） 02A01 ○ 氰氨化鈣肥料 0104

01 010142 californium ○ カリフォルニウム 06A02 ○ 鉲（放射性元素） 0101

01 010143 plasticizers ○ 可塑剤 01A01 ○ 塑化劑 0101

01 010145 rubber preservatives ○ ゴム保存剤 01A01 ○ 橡膠保存劑 0101

01 010146 carbonates ○ 炭酸塩 01A01 ○ 碳酸鹽 0101

01 010147 magnesium carbonate ○ 炭酸マグネシウム 01A01 ○ 碳酸鎂 0101

01 010148 carbon ○ 炭素 01A01 ○ 碳 0101

01 010149 carbon disulfide ○ 二硫化炭素 01A01 ○ 二硫化碳 0101

01 010150 carbonic acid ○ 炭酸 01A01 ○ 碳酸 0101

01 010151 carbide ○ カーバイド 01A01 ○ 碳化物 0101

01 010152 calcium carbide ○ カルシウムカーバイド 01A01 ○ 碳化鈣 0101

01 010153 cassiopium [lutetium] ○ カシオピウム（ルテチウム） 06A02 ○ 鎦 0101

01 010153 lutetium [cassiopium] ○ ルテチウム（カシオピウム） 06A02 ○ 鎦 0101

01 010154 catalysts ○ 触媒 01A01 ○ 催化劑 0101

01 010155 cellulose ○ セルローズ 01A01 ○ 纖維素 0101

01 010156 paper pulp ○ 製紙用パルプ 34D01 ○ 造紙用紙漿 0108

01 010157 viscose ○ ビスコース 01A01 ○ 黏膠 0111

01 010158 cement [metallurgy] ○ 冶金用セメント 01A01 ○ 黏合劑（冶金） 0111

01 010159 fermium ○ フェルミウム 06A02 ○ 鐨 0101

01 010160 ceramic glazings ○ 陶磁器用釉薬 03B02 ○ 陶瓷釉藥 0101

01 010161 cerium ○ セリウム 06A02 ○ 鈰 0101

01 010162 salts from rare earth metals ○ 希土類金属塩 01A01 ○ 稀土金屬鹽 0101

01 010163 caesium ○ セシウム 06A02 ○ 銫 0101

01 010164 ketones ○ ケトン 01A01 ○ 酮 0101

01 010165 animal carbon preparations ○ 獣炭を主成分とする化学品 01A01 ○ 動物碳劑 0101

01 010166 carbon for filters ○ フィルター用炭素 01A01 ○ 過濾器用碳 0101

01 010167 bone charcoal ○ 骨炭 01A01 ○ 骨炭 0101

01 010168 blood charcoal ○ 血炭 01A01 ○ 血炭 0101

01 010169 coal saving preparations ○ 石炭節約剤 01A01 ○ 省煤劑 0103

01 010170 cement for footwear ○ 履物用接着剤 01A02 ○ 鞋用黏著劑 0111

01 010171 lime acetate ○ 酢酸カルシウム 01A01 ○ 醋酸鈣 0101

01 010172 lime carbonate ○ 炭酸カルシウム 01A01 ○ 碳酸鈣 0101

01 010173 lime chloride ○ 塩化カルシウム 01A01 ○ 氯化鈣 0101

01 010174 chimney cleaners, chemical ○ 煙突用化学洗浄剤 04A01 ○ 清潔煙囪用化學品 0101

01 010175 leather-renovating chemicals ○ 革修復用化学品 01A01 ○ 皮革修復用化學品 0101

01 010176 industrial chemicals ○ 工業用化学品 01A01 ○ 工業用化學品 0101

01 010177
chemical preparations for scientific purposes,

other than for medical or veterinary use
○

科学用化学剤（医療用及び獣医科用
のものを除く。）

01A01 ○
科學用化學劑（醫療用及獸醫用除
外）

0101

01 010178
chemical reagents, other than for medical or

veterinary purposes
○

化学用試剤（医療用及び獣医科用の
ものを除く。）

01A01 ○ 非醫療用及獸醫用化學試劑 0101

01 010179 moderating materials for nuclear reactors ○ 核反応減速剤 01A01 ○ 核反應減速材料 0101

01 010180 fissionable chemical elements ○ 核分裂性化学元素 06A02 ○ 核分裂性化學元素 0101

01 010181

chemical preparations for analyses in

laboratories, other than for medical or

veterinary purposes

○
実験室用分析化学剤（医療用及び獣
医科用のものを除く。）

01A01 ○
實驗室分析用化學劑（醫療用及獸
醫用除外）

0101

01 010181

chemical substances for analyses in

laboratories, other than for medical or

veterinary purposes

○
実験室用分析化学剤（医療用及び獣
医科用のものを除く。）

01A01 ○
實驗室分析用化學劑（醫療用及獸
醫用除外）

0101

01 010182 chlorates ○ 塩素酸塩 01A01 ○ 氯酸鹽 0101

01 010183 chlorine ○ 塩素 01A01 ○ 氯 0101

01 010184 hydrochlorates ○ 塩酸塩 01A01 ○ 氯酸鹽 0101

01 010185 hydrochloric acid ○ 塩酸 01A01 ○ 鹽酸 0101

01 010186 cholic acid ○ コール酸 01A01 ○ 膽酸 0101

01 010187 chromates ○ クロム酸塩 01A01 ○ 鉻酸鹽 0101

01 010188 chrome alum ○ クロム明ばん 01A01 ○ 鉻明礬 0101

01 010189 chromium oxide ○ 酸化クロム 01A01 ○ 氯化鉻 0101

01 010190 chrome salts ○ クロム塩 01A01 ○ 鉻鹽 0101

01 010191 chromic acid ○ クロム酸 01A01 ○ 鉻酸 0101

01 010192 mastic for leather ○ 革用マスチック 01A01 ○ 皮革黏合劑 0111

01 010193 mastic for tires ○ タイヤ用マスチック製接着剤 01A02 ○ 輪胎用黏著劑 0111

01 010193 mastic for tyres ○ タイヤ用マスチック製接着剤 01A02 ○ 輪胎用黏著劑 0111

01 010194 cement for mending broken articles ○ 壊れた物の修理用接着剤 01A02 ○ 修補破損物用的黏著劑 0111

01 010195 cement-waterproofing chemicals, except paints ○
セメント防水剤（ペイントを除
く。）

01A01 ○ 漆以外的水泥防水用化學品 0101



01 010196 cement preservatives, except paints and oils ○
セメント保存剤（ペイント及び油を
除く。）

01A01 ○ 漆及油以外的水泥防腐劑 0101

01 010197 fluids for hydraulic circuits ○ 油圧回路液 05B01 ○ 液壓液 0103

01 010197 liquids for hydraulic circuits ○ 油圧回路液 05B01 ○ 液壓液 0103

01 010198 grafting wax for trees ○ 接ぎ木用ろう 01A01 ○ 接枝用蠟 0102

01 010199 citric acid for industrial purposes ○ 工業用クエン酸 01A01 ○ 工業用檸檬酸 0101

01 010200 must-fining preparations ○ ぶどう液用清澄剤 01A01 ○ 葡萄汁用清澄劑 0101

01 010202 size for finishing and priming ○ 仕上げ用及び下塗り用のり 01A02 ○ 紡織用上漿劑 0101

01 010203 adhesives for paperhanging ○ 壁紙用接着剤 01A02 ○ 壁紙用黏著劑 0111

01 010203 adhesives for wallpaper ○ 壁紙用接着剤 01A02 ○ 壁紙用黏著劑 0111

01 010205 wine finings ○ ぶどう酒用清澄剤 01A01 ○ 葡萄酒用清澄劑 0101

01 010206 collodion* ○ コロジオン 01A01 ○ 火棉膠* 0101

01 010207 salts for coloring metal ○ 金属着色用塩 01A01 ○ 金屬著色用鹽 0101

01 010207 salts for colouring metal ○ 金属着色用塩 01A01 ○ 金屬著色用鹽 0101

01 010208 bate for dressing skins ○ 皮仕上げ用処理剤 01A01 ○ 皮面加工處理軟化劑 0101

01 010208 dressing, except oils, for skins ○ 油以外の皮仕上剤 01A01 ○ 除油之外的皮面加工處理劑 0101

01 010209 flower preservatives ○ 花き保存剤 01A01 ○ 花朵保存劑 0102

01 010210
preservatives for use in the pharmaceutical

industry
○ 医薬品工業用保存剤 01A01 ○ 製藥工業用保存劑 0101

01 010211 chemical preparations for use in photography ○ 写真用化学剤 10E01 ○ 照相用化學劑 0105

01 010212 sensitized cloth for photography ○ 写真用感光布 10E01 ○ 照像用感光布 0105

01 010213 photosensitive plates ○ 感光板 10E01 ○ 感光板 0105

01 010214 corrosive preparations ○ 腐食剤 01A01 ○ 腐蝕劑 0101

01 010215 currying preparations for leather ○ 革仕上剤 01A01 ○ 皮革用鞣革劑 0101

01 010216 currying preparations for skins ○ 皮仕上剤 01A01 ○ 皮面加工鞣革劑 0101

01 010219 cream of tartar for chemical purposes ○ 化学用酒石英 01A01 ○ 化學用酒石 0101

01 010220 crotonic aldehyde ○ クロトンアルデヒド 01A01 ○ 丁烯醛 0101

01 010221 cryogenic preparations ○ 冷凍剤 01A01 ○ 冷凍劑 0101

01 010222 leather glues ○ 革用にかわ 01A02 ○ 皮革用黏著劑 0111

01 010223 leather-dressing chemicals ○ 革仕上げ用化学品 01A01 ○ 皮革加工用化學品 0101

01 010224 leather-impregnating chemicals ○ 革用浸透剤 01A01 ○ 皮革用浸漬劑 0101

01 010225 blue vitriol ○ 硫酸銅 01A01 ○ 硫酸銅 0101

01 010225 copper sulfate [blue vitriol] ○ 硫酸銅 01A01 ○ 硫酸銅（硫酸銅） 0101

01 010226 curium ○ キュリウム 06A02 ○ 鋦 0101

01 010227 solutions for cyanotyping ○ 青写真用溶液 10E01 ○ 藍圖用溶液 0105

01 010228 cyanides [prussiates] ○ シアン化物（青酸塩） 01A01 ○ 氰化物（氰鹽） 0101

01 010228 prussiates ○ 青酸塩 01A01 ○ 氫氰酸鹽 0101

01 010229 ferrocyanides ○ フェロシアン化物 01A01 ○ 氰酸亞鐵鹽 0101

01 010230 cymene ○ シメン 01A01 ○ 異丙基甲苯 0101

01 010231
degreasing preparations for use in manufacturing

processes
○ 製造工程用の油脂除去剤 01A01 ○ 製程用的油脂去除劑 0101

01 010231
grease-removing preparations for use in

manufacturing processes
○ 製造工程用の油脂除去剤 01A01 ○ 製程用的油脂去除劑 0101

01 010232
separating and unsticking [ungluing]

preparations
○ 分離剥離剤 01A01 ○ 分離劑及剝離劑（剝離） 0101

01 010232 ungluing preparations ○ 剥離剤 01A01 ○ 剝離劑 0101

01 010232 unsticking and separating preparations ○ 分離剤 01A01 ○ 分離劑 0101

01 010233 oil-separating chemicals ○ 油分離剤 01A01 ○ 油分離劑 0101

01 010234 degumming preparations ○ 精錬剤 01A01 ○ 脫膠劑 0101

01 010234 gum solvents ○ ゴム溶剤 01A01 ○ 樹膠溶劑 0101

01 010236 defoliants ○ 枯葉剤 01B02 ○ 落葉劑 0102

01 010237 mold-release preparations ○ 離型用剤 01A01 ○ 脫模劑 0101

01 010237 mould-release preparations ○ 離型剤 01A01 ○ 脫模劑 0101

01 010238 polish removing substances ○ 光沢除去剤 01A01 ○ 去光劑 0101

01 010238 substances for removing polish ○ 光沢除去剤 01A01 ○ 去光劑 0101

01 010239 dehydrating preparations for industrial purposes ○ 工業用脱水剤 01A01 ○ 工業用脫水劑 0101

01 010240 disincrustants ○ 湯あか除去剤 01A01 ○ 除水垢劑 0101

01 010241 detergents for use in manufacturing processes ○ 製造工程用洗浄剤 04A01 ○ 工業製程用去垢劑 0101

01 010242 dextrin [size] ○ デキストリンのり 01A02 ○ 糊精膠 0111

01 010243
diagnostic preparations, other than for medical

or veterinary purposes
○

識別剤（医療用及び獣医科用のもの
を除く。）

01A01 ○ 測試劑（醫療用及獸醫用除外） 0101

01 010244 diastase for industrial purposes ○ 工業用ジアスターゼ 01A01 ○ 工業用澱粉酶 0101

01 010245 diazo paper ○ ジアゾ感光紙 10E01 ○ 重氮紙 0101

01 010246 renovating preparations for phonograph records ○ レコード盤修復剤 01A01 ○ 唱盤修復劑 0101

01 010247 distilled water ○ 蒸留水 01A01 ○ 蒸餾水 0101

01 010248 dolomite for industrial purposes ○ 工業用ドロマイト 06B01 ○ 工業用白雲石 0101

01 010249 metal hardening preparations ○ 焼入れ剤 01A01 ○ 金屬硬化劑 0101

01 010250 dysprosium ○ ジスプロシウム 06A02 ○ 鏑 0101

01 010251 acidulated water for recharging accumulators ○ 蓄電池充電用酸性液 01A01 ○ 蓄電池充電用酸性液 0101

01 010251 acidulated water for recharging batteries ○ 蓄電池充電用酸性液 01A01 ○ 蓄電池充電用酸性液 0101

01 010252 glycerine for industrial purposes ○ 工業用グリセリン 01A01 ○ 工業用甘油 0101

01 010253 heavy water ○ 重水 01A01 ○ 重水 0101

01 010254 clarification preparations ○ 浄化剤 01A01 ○ 淨化劑 0101

01 010254 purification preparations ○ 浄化剤 01A01 ○ 淨化劑 0101

01 010255 ion exchangers [chemicals] ○ イオン交換体（化学剤） 01A01 ○ 離子交換劑（化學品） 0101

01 010256 flashlight preparations ○ 閃光用剤 10E01 ○ 化學發光劑 0101

01 010257 fuel-saving preparations ○ 燃料節約剤 01A01 ○ 省油劑 0103

01 010259
reagent paper, other than for medical or

veterinary purposes
○

試験紙（医療用及び獣医科用のもの
を除く。）

25A01 ○ 試紙（醫療用及獸醫用除外） 0101

01 010260
antistatic preparations, other than for

household purposes
○

静電防止剤（家庭用のものを除
く。）

01A01 ○ 靜電防止劑（家庭用除外） 0101

01 010261 salts for galvanic batteries ○ 電池用塩類 01A01 ○ 原電池用鹽 0101

01 010261 salts for galvanic cells ○ 電池用塩類 01A01 ○ 蓄電池組用鹽 0101

01 010262 opacifiers for enamel ○ エナメル用乳白剤 01A01 ○ 瓷用遮光劑 0101

01 010263 opacifiers for glass ○ ガラス用乳白剤 01A01 ○ 玻璃遮光劑 0101

01 010265 enamel-staining chemicals ○ エナメル着色用化学品 01A01 ○ 瓷著色用化學品 0101

01 010267 photographic emulsions ○ 写真感光乳剤 10E01 ○ 照片感光乳劑 0105

01 010268 emulsifiers ○ 乳化剤 01A01 ○ 乳化劑 0101

01 010269 sensitized photographic plates ○ 写真用感光板 10E01 ○ 照像用感光板 0105

01 010270 sizing preparations ○ サイズ剤 01A01 ○ 上漿劑 0101

01 010271 fertilisers ○ 肥料 02A01 ○ 肥料 0104

01 010271 fertilizers ○ 肥料 02A01 ○ 肥料 0104

01 010272 enzyme preparations for industrial purposes ○ 工業用酵素剤 01A01 ○ 工業用酵素劑 0101

01 010273 enzymes for industrial purposes ○ 工業用酵素 01A01 ○ 工業用酵素 0101

01 010274 epoxy resins, unprocessed ○ 未加工エポキシ樹脂 34A01 ○ 未加工環氧樹脂 0110

01 010275 gas purifying preparations ○ ガス浄化剤 01A01 ○ 氣體淨化劑 0101

01 010275 preparations for the purification of gas ○ ガス浄化剤 01A01 ○ 氣體淨化劑 0101

01 010276 erbium ○ エルビウム 06A02 ○ 鉺 0101

01 010277 spirits of vinegar [dilute acetic acid] ○ 希酢酸 01A01 ○ 稀醋酸 0101

01 010278 test paper, chemical ○ 化学試験紙 25A01 ○ 化學試紙 0101

01 010279 esters* ○ エステル 01A01 ○ 酯* 0101

01 010280 ethane ○ エタン 01A01 ○ 乙烷 0101

01 010281 ethers* ○ エーテル 01A01 ○ 醚* 0101

01 010282 ethyl ether ○ エチルエーテル 01A01 ○ 乙醚 0101

01 010283 glycol ether ○ グリコールエーテル 01A01 ○ 乙二醇醚 0101

01 010284 methyl ether ○ メチルエーテル 01A01 ○ 甲醚 0101

01 010285 sulfuric ether ○ 硫酸エーテル 01A01 ○ 硫酸醚 0101

01 010286 stain-preventing chemicals for use on fabrics ○ 織物用汚れ防止剤 01A01 ○ 紡織用防污劑 0101

01 010287 europium ○ ユーロピウム 06A02 ○ 銪 0101

01 010288 fire extinguishing compositions ○ 消火剤 01A01 ○ 滅火劑 0112

01 010289 flour for industrial purposes ○ 工業用穀粉 33A03 ○ 工業用麵粉 0101

01 010290 iron salts ○ 鉄塩 01A01 ○ 鐵鹽 0101

01 010291 ferments for chemical purposes ○ 化学用酵素 01A01 ○ 化學用酵素 0101

01 010292 ferrotype plates [photography] ○ フェロタイプ板（写真用のもの） 10E01 ○ 照相感光板（照相） 0105

01 010293 fertilising preparations ○ 肥料 02A01 ○ 土壤肥料 0104



01 010293 fertilizing preparations ○ 肥料 02A01 ○ 土壤肥料 0104

01 010294 fireproofing preparations ○ 耐火剤 01A01 ○ 防火劑 0101

01 010295 compositions for threading ○ ねじ切り用化学剤 01A01 ○ 加刻螺蚊用合成劑 0101

01 010296
filtering preparations for the beverages

industry
○ 飲料製造用ろ過剤 01A01 ○ 飲料製造用過濾劑 0101

01 010297 fissionable material for nuclear energy ○ 原子力核燃料 06A02 ○ 核能用核分裂性物質 0101

01 010298 fixing solutions [photography] ○ 写真用定着液 10E01 ○ 照片用定影劑 0105

01 010299 flowers of sulfur for chemical purposes ○ 化学用硫黄華 01A01 ○ 化學用硫磺 0101

01 010301 limestone hardening substances ○ 石灰岩硬化剤 01A01 ○ 石灰岩硬化劑 0101

01 010302 fluorine ○ ふっ素 01A01 ○ 氟 0101

01 010303 fluorspar compounds ○ ふっ素化合物 01A01 ○ 氟化物 0101

01 010304 hydrofluoric acid ○ ふっ化水素酸 01A01 ○ 氫氟酸 0101

01 010305 graphite for industrial purposes ○ 工業用黒鉛 06B01 ○ 工業用石墨 0101

01 010306 foundry binding substances ○ 鋳造用結合剤 01A01 ○ 鑄造用結合劑 0101

01 010307 foundry molding preparations ○ 鋳造用造型剤 01A01 ○ 鑄造用製模劑 0101

01 010307 foundry moulding preparations ○ 鋳造用造型剤 01A01 ○ 鑄造用製模劑 0101

01 010308 additives, chemical, to insecticides ○ 殺虫剤用添加剤 01A01 ○ 殺蟲劑用化學添加劑 0102

01 010308 chemical additives to insecticides ○ 殺虫剤用添加剤 01A01 ○ 殺蟲劑用化學添加劑 0102

01 010309 additives, chemical, to fungicides ○ 殺菌剤用添加剤 01A01 ○ 殺菌劑用化學添加劑 0102

01 010309 chemical additives to fungicides ○ 殺菌剤用添加剤 01A01 ○ 殺菌劑用化學添加劑 0102

01 010310 formic acid ○ ぎ酸 01A01 ○ 甲酸 0101

01 010311 formic aldehyde for chemical purposes ○ 化学用ホルムアルデヒド 01A01 ○ 化學用甲醛 0101

01 010312
fulling preparations for use in the textile

industry
○ 繊維工業用縮じゅう剤 01A01 ○ 纖維工業用縮絨劑 0101

01 010313 fulling preparations ○ 縮じゅう剤 01A01 ○ 縮絨劑 0101

01 010314 francium ○ フランシウム 06A02 ○ 鈁 0101

01 010315 brake fluid ○ ブレーキ液 05B01 ○ 剎車液 0103

01 010316 lamp black for industrial purposes ○ 工業用ランプブラック 01A01 ○ 工業用燈黑 0101

01 010317 chemical preparations for smoking meat ○ 肉くん製用化学剤 01A01 ○ 燻肉用化學製劑 0101

01 010318 gadolinium ○ ガドリニウム 06A02 ○ 釓 0101

01 010319 gallnuts ○ 没食子 01A01 ○ 沒食子；五倍子 0101

01 010320 gallic acid for the manufacture of ink ○ インキ製造用没食子酸 01A01 ○ 製造墨水用棓酸 0101

01 010321 gallium ○ ガリウム 06A02 ○ 鎵 0101

01 010322 photographic paper ○ 写真印画紙 10E01 ○ 相紙 0105

01 010323 gallotannic acid ○ ガロタンニン酸 01A01 ○ 鞣酸 0101

01 010324 galvanizing preparations ○ 亜鉛めっき用剤 01A01 ○ 鍍鋅製劑 0101

01 010325 gambier ○ ガンビール 01A01 ○ 兒茶 0101

01 010326 protective gases for welding ○ 溶接用保護ガス 01A01 ○ 焊接用保護氣體 0101

01 010328 solidified gases for industrial purposes ○ 工業用固形ガス 01A01 ○ 工業用固態氣體 0101

01 010329 gelatine for photographic purposes ○ 写真用ゼラチン 10E01 ○ 照片用明膠 0105

01 010330 gelatine for industrial purposes ○ 工業用ゼラチン 01A02 ○ 工業用明膠 0101

01 010331 rock salt ○ 岩塩 06B01 ○ 岩鹽 0101

01 010332 getters [chemically active substances] ○ ゲッター（化学的活性体） 01A01 ○ 吸氣劑（化學活性物質） 0101

01 010333 dry ice [carbon dioxide] ○ ドライアイス（二酸化炭素） 01A01 ○ 乾冰（二氧化碳） 0101

01 010334 birdlime ○ 鳥もち 01A02 ○ 黏鳥膠 0111

01 010335 glucosides ○ グルコシド 01A01 ○ 配糖體 0101

01 010336 glycerides ○ グリセリド 01A01 ○ 甘油酯 0101

01 010337 glycol ○ グリコール 01A01 ○ 乙二醇 0101

01 010339 fat-bleaching chemicals ○ 脂肪漂白用化学品 01A01 ○ 脂肪漂白用化學品 0101

01 010340 fatty acids ○ 脂肪酸 01A01,05E01 ○ 脂肪酸 0101

01 010341 grafting mastic for trees ○ 接ぎ木用マスチック 01A01 ○ 接枝用黏著劑 0102、0111

01 010342 guano ○ グアノ 02A01 ○ 鳥糞 0104

01 010343
gurjun balsam for use in the manufacture of

varnish
○

ワニス製造用のガージャンバルサム
（芳香性樹脂）

01A01 ○ 製造清漆用龍腦香樹脂 0110

01 010344 helium ○ ヘリウム 01A01 ○ 氦 0101

01 010345 holmium ○ ホルミウム 06A02 ○ 鈥 0101

01 010346 hormones for hastening the ripening of fruit ○ 果実の熟成促進用ホルモン 01B02 ○ 果實促進熟成用荷爾蒙 0102

01 010347
horticultural chemicals, except fungicides,

herbicides, insecticides and parasiticides
○

園芸用農薬（殺菌剤、除草剤、殺虫
剤及び寄生生物駆除剤を除く。）

01B02 ○
園藝用化學品（殺菌劑及除草劑及
殺蟲劑及寄生生物驅除劑除外）

0102

01 010348 oils for the preservation of food ○ 食品保存用油 01A01 ○ 食品防腐油 0101

01 010349
oils for preparing leather in the course of

manufacture
○ 革製造用油 01A01 ○ 製革用油 0101

01 010350 oils for tanning leather ○ なめし用油 01A01 ○ 鞣革用油 0101

01 010351 petroleum dispersants ○ 石油分散剤 01A01 ○ 石油分散劑 0101

01 010352 oil dispersants ○ 油分散剤 01A01 ○ 油分散劑 0101

01 010353 oil-bleaching chemicals ○ 油漂白用化学品 01A01 ○ 油漂白用化學品 0101

01 010354 oil-purifying chemicals ○ 油精製用化学剤 01A01 ○ 油淨化用化學品 0103

01 010355 humus ○ 腐植土 02A01 ○ 腐植土 0104

01 010356 hydrates ○ 含水化合物 01A01 ○ 水化合物 0101

01 010357 carbonic hydrates ○ 炭水化物 01A01 ○ 碳水化合物 0101

01 010358 hydrazine ○ ヒドラジン 01A01 ○ 聯氨 0101

01 010359 hydrogen ○ 水素 01A01 ○ 氫氣 0101

01 010360 hypochlorite of soda ○ 次亜塩素酸ソーダ 01A01 ○ 次氯酸鹼 0101

01 010361 hyposulfites ○ 次亜硫酸塩 01A01 ○ 次硫酸鹽 0101

01 010362 textile-waterproofing chemicals ○ 織物防水用化学品 01A01 ○ 紡織防水用化學品 0101

01 010363 textile-impregnating chemicals ○ 織物用浸透剤 01A01 ○ 紡織用浸漬劑 0101

01 010364 leather-waterproofing chemicals ○ 革防水用化学品 01A01 ○ 皮革防水用化學品 0101

01 010365 iodine for chemical purposes ○ 化学用よう素 01A01 ○ 工業用碘化物 0101

01 010366 iodised salts ○ よう素処理塩 01A01 ○ 含碘鹽 0101

01 010367 iodic acid ○ よう素酸 01A01 ○ 碘酸 0101

01 010368 iodine for industrial purposes ○ 工業用よう化物 01A01 ○ 化學用碘 0101

01 010369 isotopes for industrial purposes ○ 工業用アイソトープ 01A01 ○ 工業用同位素 0101

01 010370 china clay ○ カオリン 06B01 ○ 瓷土 0101

01 010370 china slip ○ カオリン 06B01 ○ 瓷土 0101

01 010370 kaolin ○ カオリン 06B01 ○ 高嶺土 0101

01 010371 kieselgur ○ 珪藻土 06B01 ○ 矽藻土 0101

01 010372 krypton ○ クリプトン 01A01 ○ 氪 0101

01 010373 lactic acid ○ 乳酸 01A01 ○ 乳酸 0101

01 010374 milk ferments for chemical purposes ○ 乳発酵用酵母 32F08 ○ 化學用牛奶發酵劑 0101

01 010375 lanthanum ○ ランタン 06A02 ○ 鑭 0101

01 010377
preparations for preventing the tarnishing of

lenses
○ レンズ曇り止め剤 01A01 ○ 製造鏡片用防污劑 0101

01 010378 lithia [lithium oxide] ○ リチア（酸化リチウム） 01A01 ○ 氧化鋰（氧化鋰） 0101

01 010379 lithium ○ リチウム 06A02 ○ 鋰 0101

01 010380 masonry preservatives, except paints and oils ○
石造物保存剤（ペイント及び油を除
く。）

01A01 ○ 除油漆和油外的磚石建築保存劑 0101

01 010381 brickwork preservatives, except paints and oils ○
構築れんが用保存剤（ペイント及び
油を除く。）

01A01 ○ 除漆及油之外的磚塊防腐劑 0101

01 010382 magnesite ○ マグネサイト 06B01 ○ 菱鎂礦 0101

01 010383 magnesium chloride ○ 塩化マグネシウム 01A01 ○ 氯化鎂 0101

01 010384 manganate ○ マンガン酸塩 01A01 ○ 錳酸鹽 0101

01 010385 mangrove bark for industrial purposes ○ 工業用マングローブ樹皮 01A01 ○ 工業用紅樹皮 0101

01 010386 glass-frosting chemicals ○ ガラスつや消し用化学品 01A01 ○ 玻璃去光用化學品 0101

01 010387 mercury ○ 水銀 06A02 ○ 汞 0101

01 010388 mercury salts ○ 水銀塩 01A01 ○ 汞鹽 0101

01 010389 mercuric oxide ○ 酸化水銀 01A01 ○ 氧化汞 0101

01 010390 metalloids ○ メタロイド 01A01,06A02 ○ 準金屬 0101

01 010391 salts of precious metals for industrial purposes ○ 工業用貴金属塩 01A01 ○ 工業用貴重金屬鹽 0101

01 010393 metal annealing preparations ○ 焼なまし剤 01A01 ○ 金屬退火劑 0101

01 010394 methane ○ メタン 01A01 ○ 甲烷 0101

01 010395 chemical preparations to prevent mildew ○ うどん粉病予防剤 01B02 ○ 防霉劑 0101

01 010396 mineral acids ○ 鉱酸 01A01 ○ 礦物酸 0101

01 010397 salts for industrial purposes ○ 工業用塩類 01A01 ○ 工業用鹽 0101

01 010398
moistening [wetting] preparations for use in

dyeing
○ 染色用湿潤（加湿）剤 01A01 ○ 染色用潤濕劑 0101

01 010398 wetting preparations for use in dyeing ○ 染色用加湿剤 01A01 ○ 染色用潤濕劑 0101

01 010399 naphthalene ○ ナフタリン 01A01 ○ 萘 0101

01 010400 neodymium ○ ネオジミウム 06A02 ○ 釹 0101



01 010401 neon ○ ネオン 01A01 ○ 氖 0101

01 010402 neptunium ○ ネプツニウム 06A02 ○ 錼 0101

01 010403 toxic gas neutralizers ○ 有毒ガス中和剤 01A01 ○ 有毒氣體中和劑 0101

01 010404 chemical preparations to prevent wheat blight ○ 焼枯れ病（黒穂病）予防剤 01B02 ○ 預防枯葉病用化學製劑 0102

01 010404 chemical preparations to prevent wheat smut ○ 焼枯れ病（黒穂病）予防剤 01B02 ○ 預防黑穗病用化學製劑 0102

01 010405 uranium nitrate ○ 硝酸ウラン 01A01 ○ 硝酸鈾 0101

01 010406 sensitized plates for offset printing ○ オフセット印刷用感光板 10E01 ○ 膠印用感光板 0105

01 010407 oleic acid ○ オレイン酸 05E01 ○ 油酸 0101

01 010408 olivine [silicate mineral] ○ かんらん石（ケイ酸塩鉱物） 06B01 ○ 橄欖石（矽酸鹽礦物） 0101

01 010409 gold salts ○ 金塩 01A01 ○ 金鹽 0101

01 010410 sorrel salt ○ スカンポ塩 01A01 ○ 草酸氫鉀 0101

01 010411 oxalates ○ しゅう酸塩 01A01 ○ 草酸鹽 0101

01 010412 oxalic acid ○ しゅう酸 01A01 ○ 草酸 0101

01 010413 oxygen for industrial purposes ○ 工業用酸素 01A01 ○ 工業用氧 0101

01 010414 hydrogen peroxide for industrial purposes ○ 工業用過酸化水素 01A01 ○ 工業用過氧化氫 0101

01 010415 palladium chloride ○ 塩化パラジウム 01A01 ○ 氯化亞鈀 0101

01 010416 nitrate paper ○ 硝酸紙 25A01 ○ 硝酸紙 0101

01 010417 photometric paper ○ 光度測定紙 25A01 ○ 相紙 0105

01 010418 sensitized paper ○ 感光紙 10E01 ○ 感光紙 0105

01 010419 litmus paper ○ リトマス試験紙 25A01 ○ 石蕊試紙 0101

01 010420 pectin [photography] ○ 写真用ペクチン 10E01 ○ 照片用果膠 0105

01 010421 perborate of soda ○ 過ほう酸ソーダ 01A01 ○ 過硼酸鈉 0101

01 010422 percarbonates ○ ペルオクソ炭酸塩 01A01 ○ 過碳酸鹽 0101

01 010423 perchlorates ○ 過塩素酸塩 01A01 ○ 過氯酸鹽 0101

01 010424 persulfates ○ 過硫酸塩 01A01 ○ 過硫酸鹽 0101

01 010425 persulfuric acid ○ ペルオキソ硫酸 01A01 ○ 過硫酸 0101

01 010426 phenol for industrial purposes ○ 工業用フェノール 01A01 ○ 工業用苯酚 0101

01 010427 phosphates [fertilisers] ○ りん酸肥料 02A01 ○ 磷酸鹽肥料 0104

01 010427 phosphates [fertilizers] ○ りん酸肥料 02A01 ○ 磷酸鹽肥料 0104

01 010428 slag [fertilisers] ○ 鉱さいけい酸質肥料 02A01 ○ 礦渣肥料 0104

01 010428 slag [fertilizers] ○ 鉱さいけい酸質肥料 02A01 ○ 礦渣肥料 0104

01 010429 phosphatides ○ りん脂質 01A01 ○ 磷脂質 0101

01 010430 phosphorus ○ りん 01A01 ○ 磷 0101

01 010431 superphosphates [fertilisers] ○ 過りん酸塩（肥料） 02A01 ○ 過磷酸鹽肥料 0104

01 010431 superphosphates [fertilizers] ○ 過りん酸塩（肥料） 02A01 ○ 過磷酸鹽肥料 0104

01 010432 blueprint paper ○ 青写真紙 10E01 ○ 藍圖紙 0105

01 010433 phosphoric acid ○ りん酸 01A01 ○ 磷酸 0101

01 010434 blueprint cloth ○ 青写真布 10E01 ○ 藍圖用布 0105

01 010435 photographic developers ○ 写真用現像液 10E01 ○ 照片用顯像劑 0105

01 010436 photographic sensitizers ○ 写真感光剤 10E01 ○ 照片感光劑 0105

01 010437 picric acid ○ ピクリン酸 01A01 ○ 苦味酸 0101

01 010438 plastics, unprocessed ○ 未加工プラスチック 34A01 ○ 未加工塑料 0110

01 010439 plastisols ○ プラスチゾル 34A01 ○ 增塑溶膠 0111

01 010440 lead acetate ○ 酢酸鉛 01A01 ○ 醋酸鉛 0101

01 010441 lead oxide ○ 酸化鉛 01A01 ○ 氧化鉛 0101

01 010442 plutonium ○ プルトニウム 06A02 ○ 鈽 0101

01 010443 polonium ○ ポロニウム 06A02 ○ 釙 0101

01 010444 potato flour for industrial purposes ○ 工業用のばれいしょの粉 33A03 ○ 工業用馬鈴薯粉 0101

01 010445 peat pots for horticulture ○ 園芸用ピートポット 02A01 ○ 園藝用泥煤 0104

01 010446 potash ○ 炭酸カリウム 01A01 ○ 碳酸鉀 0101

01 010447 potassium ○ カリウム 01A01 ○ 鉀 0101

01 010448 potash water ○ カリ水 01A01 ○ 碳酸鉀水 0101

01 010449 praseodymium ○ プラセオジミウム 06A02 ○ 鐠 0101

01 010450 promethium ○ プロメチウム 06A02 ○ 鉅 0101

01 010451 protactinium ○ プロトアクチニウム 06A02 ○ 鏷 0101

01 010452 protein [raw material] ○ たんぱく質（原料） 01A01 ○ 蛋白質（原料） 0101

01 010453 pyrogallic acid ○ 焦性没食子酸 01A01 ○ 焦棓酸 0101

01 010454 quebracho for industrial purposes ○ 工業用ケブラチョ 01A01 ○ 工業用白堅木 0101

01 010455 artificial resins, unprocessed ○ 未加工人造樹脂 34A01 ○ 未加工人造樹脂 0110

01 010455 synthetic resins, unprocessed ○ 未加工合成樹脂 34A01 ○ 未加工合成樹脂 0110

01 010456 radioactive elements for scientific purposes ○ 科学研究用放射性元素 01A01,06A02 ○ 科學用放射性元素 0101

01 010457 radon ○ ラドン 01A01 ○ 氡 0101

01 010458 radium for scientific purposes ○ 科学用ラジウム 06A02 ○ 科學用鐳 0101

01 010459 refrigerants ○ 冷凍剤 01A01 ○ 冷卻劑 0101

01 010460
by-products of the processing of cereals for

industrial purposes
○

穀類の処理工程における副産物（工
業用のものに限る。）

01A01,33A03 ○ 榖類處理過程中的工業用副產物 0101

01 010461 acrylic resins, unprocessed ○ 未加工アクリル樹脂 34A01 ○ 未加工丙烯酸樹脂 0110

01 010463 rhenium ○ レニウム 06A02 ○ 錸 0101

01 010464 X-ray films, sensitized but not exposed ○ 未露光感光性Ｘ線フィルム 10E01 ○ 未曝光感光性Ｘ光底片 0105

01 010465 compositions for repairing tires ○ タイヤ修理用合成物 34A01 ○ 修補輪胎合成製劑 0111

01 010465 compositions for repairing tyres ○ タイヤ修理用合成物 34A01 ○ 修補輪胎合成製劑 0111

01 010466 rubidium ○ ルビジウム 06A02 ○ 銣 0101

01 010467 foundry sand ○ 鋳物砂 06B01 ○ 鑄砂 0101

01 010468 salicylic acid ○ サリチル酸 01A01 ○ 水楊酸 0101

01 010469 salpetre ○ 硝石 06B01 ○ 硝酸鉀 0101

01 010469 saltpeter ○ 硝石 06B01 ○ 硝石 0101

01 010470 samarium ○ サマリウム 06A02 ○ 釤 0101

01 010471 sauce for preparing tobacco ○ たばこ製造用添加剤 01A01 ○ 製造香煙用調味劑 0101

01 010472 soap [metallic] for industrial purposes ○ 工業用金属せっけん 01A01 ○ 工業用金屬肥皂 0101

01 010473 scandium ○ スカンジウム 06A02 ○ 鈧 0101

01 010474 sebacic acid ○ セバシン酸 01A01 ○ 癸二酸 0101

01 010475 salts [chemical preparations] ○
塩類（化学品として用いられるもの
に限る。）

01A01 ○ 鹽類（化學劑） 0101

01 010476 salt, raw ○ 未加工塩 01A01 ○ 未加工鹽 0101

01 010477 chromic salts ○ 第二クロム酸塩 01A01 ○ 次鉻酸鹽 0101

01 010478 salts [fertilisers] ○ 塩類（肥料） 02A01 ○ 鹽類肥料 0104

01 010478 salts [fertilizers] ○ 塩類（肥料） 02A01 ○ 鹽類肥料 0104

01 010479 selenium ○ セレニウム 06A02 ○ 硒 0101

01 010480 seed preserving substances ○ 種子保存剤 01A01 ○ 種子用保存劑 0102

01 010481 silicates ○ けい酸塩 01A01 ○ 矽酸鹽 0101

01 010483 silicon ○ けい素 01A01,06A02 ○ 矽 0101

01 010484 silicones ○ シリコーン 34A01 ○ 矽樹脂 0110

01 010485 sodium ○ ナトリウム 01A01 ○ 鈉 0101

01 010486 sulfides ○ 硫化物 01A01 ○ 硫化物 0101

01 010487 soldering chemicals ○ はんだ付け用化学品 01A01 ○ 焊接用化學品 0101

01 010487 welding chemicals ○ 溶接用化学品 01A01 ○ 焊接用化學品 0101

01 010488 calcined soda ○ ソーダ灰 01A01 ○ 純鹼 0101

01 010489 caustics for industrial purposes ○ 工業用腐蝕剤 01A01 ○ 工業用腐蝕劑 0101

01 010490 caustic soda for industrial purposes ○ 工業用か性ソーダ 01A01 ○ 工業用氫氧化鈉 0101

01 010491 sodium salts [chemical compounds] ○ ナトリウム塩（化合物） 01A01 ○ 鈉鹽（化合物） 0101

01 010493 sulfur ○ 硫黄 01A01,06B01 ○ 硫磺 0101

01 010494 bismuth subnitrate for chemical purposes ○ 化学用次硝酸ビスマス 01A01 ○ 化學用亞硝酸鉍 0101

01 010495 barytes ○ 重晶石 06B01 ○ 重晶石 0101

01 010496 spinel [oxide mineral] ○ スピネル（酸化鉱物） 06B01 ○ 尖晶石（氧化物礦物） 0101

01 010497 stearic acid ○ ステアリン酸 05E01 ○ 硬脂酸 0101

01 010498 strontium ○ ストロンチウム 06A02 ○ 鍶 0101

01 010499 soot for industrial or agricultural purposes ○ 工業用又は農業用のすす 01A01 ○ 工業用或是農業用煤灰 0101

01 010500 liquids for removing sulfates from accumulators ○ 蓄電池用硫酸塩除去液 01A01 ○ 蓄電池用硫酸鹽去除液 0101

01 010500 liquids for removing sulfates from batteries ○ 蓄電池用硫酸塩除去液 01A01 ○ 蓄電池用硫酸鹽去除液 0101

01 010501 sulfonic acids ○ スルホン酸 01A01 ○ 磺酸 0101

01 010502 sulfurous acid ○ 亜硫酸 01A01 ○ 亞硫酸 0101

01 010503 sulfuric acid ○ 硫酸 01A01 ○ 硫酸 0101

01 010504 sumac for use in tanning ○ なめし用スマック 01A01 ○ 製革鞣劑 0101

01 010505

chemicals for use in forestry, except

fungicides, herbicides, insecticides and

parasiticides

○
林業用農薬（殺菌剤、除草剤、殺虫
剤及び寄生生物駆除剤を除く。）

01B02 ○
林業用化學品（殺菌劑及除草劑及
殺蟲劑及寄生生物驅除劑除外）

0102



01 010506 talc [magnesium silicate] ○ タルク 06B01 ○ 滑石（矽酸鎂） 0101

01 010507 tan ○ タン皮 01A01 ○ 鞣料 0101

01 010508 tannin ○ タンニン 01A01 ○ 丹寧 0101

01 010509 tanning substances ○ なめし剤 01A01 ○ 鞣革劑 0101

01 010510 calcium salts ○ カルシウム塩 01A01 ○ 鈣鹽 0101

01 010511 tannic acid ○ タンニン酸 01A01 ○ 丹寧酸 0101

01 010512 tapioca flour for industrial purposes ○ 工業用タピオカ粉 33A03 ○ 工業用樹薯粉 0101

01 010514 tartar, other than for pharmaceutical purposes ○ 酒石（医薬用のものを除く。） 01A01 ○ 非醫療用酒石 0101

01 010515 tartaric acid ○ 酒石酸 01A01 ○ 酒石酸 0101

01 010516 technetium ○ テクネチウム 06A02 ○ 鎝 0101

01 010517 tellurium ○ テルリウム 06A02 ○ 碲 0101

01 010518 surface-active chemical agents ○ 界面活性剤 01A01 ○ 表面活性劑 0101

01 010518 tensio-active agents ○ 界面活性剤 01A01 ○ 表面活性劑 0101

01 010519 terbium ○ テルビウム 06A02 ○ 鋱 0101

01 010521 glass-staining chemicals ○ ガラス着色用化学剤 01A01 ○ 玻璃著色用化學品 0101

01 010522
preparations for preventing the tarnishing of

glass
○ ガラス曇り止め剤 01A01 ○ 玻璃防污劑 0101

01 010523 anti-tarnishing chemicals for windows ○ 窓ガラス曇り止め用化学剤 01A01 ○ 窗戶玻璃防污用化學品 0101

01 010524 soil for growing ○ 植物生育用土壌 02A01,06B01 ○ 植物培養土 0104

01 010525 fuller's earth for use in the textile industry ○ 繊維工業用酸性白土 01A01 ○ 纖維工業用漂白土 0101

01 010526 rare earths ○ 希土類元素 06A02 ○ 稀土 0101

01 010527 loam ○ ローム 06B01 ○ 肥土 0104

01 010528 carbon tetrachloride ○ 四塩化炭素 01A01 ○ 四氯化碳 0101

01 010529 tetrachlorides ○ 四塩化物 01A01 ○ 四氯化物 0101

01 010530
moistening [wetting] preparations for use in the

textile industry
○ 繊維工業用湿潤（加湿）剤 01A01 ○ 紡織工業用潤濕劑 0101

01 010530
wetting preparations for use in the textile

industry
○ 織物工業用加湿剤 01A01 ○ 紡織工業用潤濕劑 0101

01 010532 thallium ○ タリウム 06A02 ○ 鉈 0101

01 010533 thiocarbanilide ○ チオカルボアニリド 01A01 ○ 二苯硫脲 0101

01 010534 thulium ○ ツリウム 06A02 ○ 銩 0101

01 010535 thorium ○ トリウム 06A02 ○ 釷 0101

01 010536 titanium dioxide for industrial purposes ○ 工業用二酸化チタン 01A01 ○ 工業用二氧化鈦 0101

01 010537 titanite ○ チタン石 06B01 ○ 楔石 0101

01 010538 toluene ○ トルエン 01A01 ○ 甲苯 0101

01 010538 toluol ○ トルエン 01A01 ○ 甲苯 0101

01 010539 peat [fertiliser] ○ ピート 02A01 ○ 泥炭肥料 0104

01 010539 peat [fertilizer] ○ ピート 02A01 ○ 泥炭肥料 0104

01 010540 preservatives for tiles, except paints and oils ○
タイル保存剤（ペイント及び油を除
く。）

01A01 ○ 漆及油以外的磁磚保存劑 0101

01 010541 tungstic acid ○ タングステン酸 01A01 ○ 鎢酸 0101

01 010542 uranium ○ ウラニウム 06A02 ○ 鈾 0101

01 010543 uranium oxide ○ 酸化ウラン 01A01 ○ 氧化鈾 0101

01 010544 water glass [soluble glass] ○ 水ガラス 01A02 ○ 水玻璃（可溶性玻璃） 0101

01 010545 meat tenderizers for industrial purposes ○ 工業用食肉軟化剤 01A01 ○ 工業用的食用肉軟化劑 0101

01 010546
chemical preparations to prevent diseases

affecting vine plants
○

ぶどうの木に影響を与える病気の予
防剤

01B02 ○ 預防葡萄樹病用化學製劑 0102

01 010547 vinic alcohol ○ エチルアルコール 01A01 ○ 乙醇 0101

01 010548 toning salts [photography] ○ 調色塩（写真用のもの） 10E01 ○ 照片用調色鹽 0105

01 010549 vulcanizing preparations ○ 加硫剤 01A01 ○ 硫化劑 0101

01 010550 witherite ○ 毒重石 06B01 ○ 毒重石（碳酸鋇礦） 0101

01 010551 xenon ○ キセノン 01A01 ○ 氙 0101

01 010552 ytterbium ○ イッテルビウム 06A02 ○ 鐿 0101

01 010553 yttrium ○ イットリウム 06A02 ○ 釔 0101

01 010554 chlorides ○ 塩化物 01A01 ○ 氯化物 0101

01 010555 sulfates ○ 硫酸塩 01A01 ○ 硫酸鹽 0101

01 010556 zirconia ○ 酸化ジルコニウム 01A01 ○ 氧化鋯 0101

01 010557
preparations for stimulating cooking for

industrial purposes
○ 工業用加熱処理促進剤 01A01 ○ 工業用的加熱處理促進劑 0101

01 010558
ammonia [volatile alkali] for industrial

purposes
○

工業用アンモニア（揮発性アルカ
リ）

01A01 ○ 工業用氨（揮發性鹼） 0101

01 010558
volatile alkali [ammonia] for industrial

purposes
○

工業用揮発性アルカリ（アンモニ
ア）

01A01 ○ 工業用揮發性鹼（氨） 0101

01 010559 alkaline iodides for industrial purposes ○ アルカリ金属よう化物 01A01 ○ 工業用鹼性碘化物 0101

01 010560 alkaline metals ○ アルカリ金属 01A01 ○ 鹼金屬 0101

01 010561 salts of alkaline metals ○ アルカリ金属塩 01A01 ○ 鹼金屬鹽 0101

01 010562 alkaloids* ○ アルカロイド 01A01 ○ 生物鹼類* 0101

01 010564 alginates for industrial purposes ○ 工業用アルギン酸塩 01A01 ○ 工業用藻酸鹽 0101

01 010565 aluminium acetate* ○ 酢酸アルミニウム 01A01 ○ 醋酸鋁* 0101

01 010566
starch paste [adhesive], other than for

stationery or household purposes
○

でん粉のり（接着剤）（文房具及び
家庭用のものを除く。）

01A02 ○ 非文具及家庭用澱粉糊黏著劑 0111

01 010567 ammonium salts ○ アンモニウム塩 01A01 ○ 銨鹽 0101

01 010568 animal carbon ○ 獣炭 01A01 ○ 動物碳 0101

01 010569 silver nitrate ○ 硝酸銀 01A01 ○ 硝酸銀 0101

01 010570
color-brightening chemicals for industrial

purposes
○ 工業用つや出し剤 01A01 ○ 工業用增艷化學品 0101

01 010570
colour-brightening chemicals for industrial

purposes
○ 工業用つや出し剤 01A01 ○ 工業用增艷化學品 0101

01 010571 anti-sprouting preparations for vegetables ○ 野菜用発芽抑制剤 01B02 ○ 蔬菜用發芽抑制劑 0102

01 010572 nitrates ○ 硝酸塩 01A01 ○ 硝酸鹽 0101

01 010573 adhesives for wall tiles ○ 壁タイル用接着剤 01A02 ○ 磁磚用黏著劑 0101

01 010574 barium sulfate ○ 硫酸バリウム 01A01 ○ 硫酸鋇 0101

01 010575 chemicals for the manufacture of paints ○ 塗料製造用化学品 01A01 ○ 製漆用化學劑 0101

01 010576 methyl benzol ○ メチルベンゾール 01A01 ○ 粗甲苯 0101

01 010577 methyl benzene ○ メチルベンゼン 01A01 ○ 甲苯 0101

01 010578 bicarbonate of soda for chemical purposes ○ 化学用重炭酸ソーダ 01A01 ○ 化學用重碳酸鹼 0101

01 010579
biological preparations, other than for medical

or veterinary purposes
○

生物学的製剤（医療用及び獣医科用
のものを除く。）

01A01,01B02 ○ 生物製劑（醫療用及獸醫用除外） 0101

01 010580
bleaching preparations [decolorants] for

industrial purposes
○ 工業用漂白剤（脱色用のもの） 01A01 ○ 工業用漂白劑 0101

01 010580 decolorants for industrial purposes ○ 工業用脱色剤 01A01 ○ 工業用漂白劑 0101

01 010581 sensitized films, unexposed ○ 未露光フィルム 10E01 ○ 未曝光底片 0105

01 010582 preparations of the distillation of wood alcohol ○ 蒸留木精 01A01 ○ 木醇蒸餾劑 0101

01 010583 brazing fluxes ○ ろう付け用融剤 01A01 ○ 銅焊劑 0101

01 010584 soldering fluxes ○ はんだ付け用融剤 01A01 ○ 助焊劑 0101

01 010585 bromine for chemical purposes ○ 化学用臭素 01A01 ○ 化學用溴 0101

01 010586 carbolineum for the protection of plants ○ 植物保護用カーボリニウム 01B02 ○ 植物保護用石碳酸 0102

01 010587 flocculants ○ 凝集剤 01A01 ○ 凝結劑 0101

01 010588 lecithin [raw material] ○ レシチン（原料に限る。） 01A01 ○ 卵磷脂（原料） 0101

01 010589 substrates for soil-free growing [agriculture] ○
土壌不要の栽培用物質（農業用のも
の）

02A01 ○ 培養土 0104

01 010590 cellulose esters for industrial purposes ○ 工業用セルロースエステル 01A01 ○ 工業用纖維素酯 0101

01 010591 casein for industrial purposes ○ 工業用カゼイン 01A01 ○ 工業用酪蛋白 0101

01 010592 cellulose derivatives [chemicals] ○
セルロース誘導体（化学品として用
いられるものに限る。）

01A01 ○ 纖維素衍生物化學品 0101

01 010593 cellulose ethers for industrial purposes ○ 工業用セルロースエーテル 01A01 ○ 工業用纖維素醚 0101

01 010594
bacterial preparations, other than for medical

and veterinary use
○

バクテリア調製剤（医療用及び獣医
科用のものを除く。）

01A01,33D05 ○ 非醫療及非獸醫用細菌製劑 0101

01 010595
bacteriological preparations, other than for

medical and veterinary use
○

バクテリア調製剤（医療用及び獣医
科用のものを除く。）

01A01,33D05 ○ 非醫療及非獸醫用細菌調製劑 0101

01 010596
cultures of microorganisms, other than for

medical and veterinary use
○

培養微生物（医療用及び獣医科用の
ものを除く。）

33D05 ○
微生物培養基（醫療用及獸醫用除
外）

0101

01 010597 carbon black for industrial purposes ○ 工業用カーボンブラック 01A01 ○ 工業用炭黑 0101

01 010598 cinematographic film, sensitized but not exposed ○ 未露光映画用フィルム 10E01 ○ 未曝光感光性電影用底片 0105

01 010598
cinematographic films, sensitized but not

exposed
○ 未露光映画用フィルム 10E01 ○ 未曝光感光性電影用底片 0105

01 010599 cobalt oxide for industrial purposes ○ 工業用酸化コバルト 01A01 ○ 工業用氧化鈷 0101



01 010600 glue for industrial purposes ○ 工業用にかわ 01A02 ○ 工業用黏著劑 0111

01 010601 oils for currying leather ○ 革仕上げ用油 01A01 ○ 鞣革油 0101

01 010602 creosote for chemical purposes ○ 化学用クレオソート 01A01 ○ 化學用雜酚 0101

01 010603
compositions for the manufacture of phonograph

records
○ レコード盤製作用合成物 34A01 ○ 製唱片用合成劑 0101

01 010604 preparations for the separation of greases ○ 油脂分離剤 01A01 ○ 油脂分離劑 0101

01 010605 dispersions of plastics ○ プラスチック分散剤 01A01 ○ 塑膠分散劑 0101

01 010606 solvents for varnishes ○ ワニス用溶剤 01A01 ○ 清漆用溶劑 0101

01 010607 artificial sweeteners for industrial purposes ○ 工業用人工甘味料 31A03 ○ 工業用人工甘味劑 0101

01 010608 water-purifying chemicals ○ 浄水用化学剤 01A01 ○ 水質淨化用化學品 0101

01 010609 emollients for industrial purposes ○ 工業用軟化剤 01A01 ○ 工業用軟化劑 0101

01 010610 filtering materials of unprocessed plastics ○
ろ過剤（未加工プラスチックから成
るものに限る。）

01A01 ○ 過濾用未加工塑料 0110

01 010611 filtering materials of chemical substances ○ ろ過用剤（化学剤） 01A01 ○ 過濾用化學物質 0101

01 010612 filtering materials of mineral substances ○
ろ過剤（鉱物性物質から成るものに
限る。）

01A01 ○ 過濾用礦物性物質 0101

01 010613 filtering materials of vegetable substances ○
ろ過剤（植物性物質から成るものに
限る。）

01A01 ○ 過濾用植物性物質 0101

01 010614 glucose for industrial purposes ○ 工業用グルコース 01A01 ○ 工業用葡萄糖 0101

01 010615
gluten [glue], other than for stationery or

household purposes
○

グルテン（にかわ）（文房具及び家
庭用のものを除く。）

01A02 ○ 非文具及家庭用黏著劑（黏膠） 0111

01 010616 gums [adhesives] for industrial purposes ○ 工業用ゴムのり 01A02 ○ 工業用黏著劑 0111

01 010617
damp-proofing chemicals, except paints, for

masonry
○

石造物防湿用化学剤（ペイントを除
く。）

01A01 ○ 塗料以外的磚石建築用防潮化學品 0101

01 010618
isinglass, other than for stationery, household

or alimentary purposes
○

アイシングラス（文房具、家庭用及
び食用のものを除く。）

01A02 ○ 非文具及家庭及營養補充用魚膠 0111

01 010619 beer preserving agents ○ ビール保存剤 01A01 ○ 啤酒用保存劑 0101

01 010620 synthetic materials for absorbing oil ○ 油吸収用合成物質 01A01 ○ 吸油用合成材料 0101

01 010621
ceramic materials in particulate form, for use

as filtering media
○ 粒状セラミック製ろ過剤 01A01 ○ 過濾用顆粒狀陶瓷材料 0101

01 010622 compost ○ 堆肥 02A01 ○ 堆肥 0104

01 010631
compositions for the manufacture of technical

ceramics
○

テクニカルセラミックス製造用合成
物

01A01 ○ 科技陶瓷製造用合成物 0101

01 010632 diatomaceous earth ○ 珪藻土 06B01 ○ 矽藻土 0101

01 010633 mordants for metals ○ 金属用媒染剤 01A01 ○ 金屬腐蝕劑 0101

01 010634 plant growth regulating preparations ○ 植物生長調製剤 01B02 ○ 植物生長調節劑 0102

01 010635
descaling preparations, other than for household

purposes
○

湯あか除去剤（家庭用のものを除
く。）

01A01 ○ 非家庭用除垢劑 0101

01 010636 seawater for industrial purposes ○ 工業用海水 01A01 ○ 工業用海水 0101

01 010637 preparations of trace elements for plants ○ 植物用微量元素製剤 02A01,06A02 ○ 植物用微量元素製劑 0104

01 010638 camphor, for industrial purposes ○ 工業用しょうのう 01A01 ○ 工業用樟腦 0101

01 010639 chemical intensifiers for paper ○ 紙強化剤 01A01 ○ 紙強化劑 0101

01 010640 chemical intensifiers for rubber ○ ゴム強化剤 01A01 ○ 橡膠強化劑 0101

01 010641 humus top dressing ○ 腐植土から成る敷肥 02A01 ○ 由腐植土變成的肥料 0104

01 010642 magnetic fluid for industrial purposes ○ 工業用磁性流体 01A01 ○ 工業用磁性流體 0101

01 010643 power steering fluid ○ パワーステアリング液 05B01 ○ 動力轉向輔助液 0103

01 010644 transmission fluid ○ トランスミッション液 05B01 ○ 變速箱液 0103

01 010645 anti-boil preparations for engine coolants ○ エンジン冷却液の沸騰防止剤 01A01 ○ 發動機冷卻劑 0101

01 010646
ceramic compositions for sintering [granules and

powders]
○

粉末冶金用セラミック化合物（細粒
及び粉末）

34E09,34E10,34E11 ○ 燒結用陶瓷合成物（細粒及粉末） 0101

01 010647 coolants for vehicle engines ○ 乗物のエンジン用冷却剤 01A01 ○ 交通工具引擎冷卻劑 0101

01 010648 radiator flushing chemicals ○
ラジエーター（冷却器）のスラッジ
除去用化学剤

01A01 ○ 散熱器清洗用化學品 0101

01 010649 paste fillers for automobile body repair ○
自動車の車体補修用ペースト状充填
剤

01A01 ○ 汽車修補用糊狀填充劑 0101

01 010649 paste fillers for car body repair ○
自動車の車体補修用ペースト状充填
剤

01A01 ○ 汽車修補用糊狀填充劑 0101

01 010650 electrophoresis gels ○ 電気泳動ゲル 01A01 ○ 電泳凝膠 0101

01 010651 glaziers' putty ○ ガラス用パテ 03C01,07A03 ○ 玻璃用油灰 0101

01 010652
expanded clay for hydroponic plant growing

[substrate]
○ 水栽培用の発泡煉石 02A01 ○ 溶液培養的植物用多孔黏土 0104

01 010653 wallpaper removing preparations ○ 壁紙剥離剤 01A01 ○ 壁紙去除劑 0101

01 010654 chemical additives for oils ○ 油用化学添加剤 01A01 ○ 油類用化學添加劑 0103

01 010655 oil cement [putty] ○ 塗装用パテ 03C01 ○ 油灰（油灰） 0101

01 010656 genes of seeds for agricultural production ○ 農産用種子の遺伝子 01A01 ○ 農業生產用種子基因 0102

01 010657
stem cells, other than for medical or veterinary

purposes
○

幹細胞（医療用及び獣医科用のもの
を除く。）

01A01 ○ 非醫療及獸醫用幹細胞 0101

01 010658
biological tissue cultures, other than for

medical or veterinary purposes
○

生物学的培養組織（医療用及び獣医
科用のものを除く。）

01A01 ○ 非醫療及獸醫用生物組織培養物 0101

01 010659 fish meal fertilisers ○ 魚粉肥料 02A01 ○ 魚粉肥料 0104

01 010659 fish meal fertilizers ○ 魚粉肥料 02A01 ○ 魚粉肥料 0104

01 010660 enzyme preparations for the food industry ○ 酵素剤（食品工業用添加物） 01A01 ○ 食品工業用酵素製劑 0101

01 010661 enzymes for the food industry ○ 酵素（食品工業用添加物） 01A01 ○ 食品工業用酵素 0101

01 010662 glucose for the food industry ○ グルコース（食品工業用添加物） 01A01 ○ 食品工業用葡萄糖 0101

01 010663 lecithin for the food industry ○ レシチン（食品工業用添加物） 01A01 ○ 食品工業用卵磷脂 0101

01 010664 lecithin for industrial purposes ○ 工業用レシチン 01A01 ○ 工業用卵磷脂 0101

01 010665 pectin for the food industry ○ ペクチン（食品工業用添加物） 01A01 ○ 食品工業用果膠 0101

01 010666 pectin for industrial purposes ○ 工業用ペクチン 01A01 ○ 工業用果膠 0101

01 010667 cream of tartar for the food industry ○ 酒石英（食品工業用添加物） 01A01 ○ 食品工業用酒石 0101

01 010668 cream of tartar for industrial purposes ○ 工業用酒石英 01A01 ○ 工業用酒石 0101

01 010669 alginates for the food industry ○ アルギン酸塩（食品工業用添加物） 01A01 ○ 食品工業用藻酸鹽 0101

01 010670 gluten for the food industry ○ グルテン（食品工業用添加物） 01A01 ○ 食品工業用穀蛋白黏膠質 0101

01 010671 gluten for industrial purposes ○ 工業用グルテン 01A01 ○ 工業用穀蛋白黏膠質 0101

01 010672 lactose for the food industry ○ ラクトース（食品工業用添加物） 01A01 ○ 食品工業用乳糖 0101

01 010673 lactose for industrial purposes ○ 工業用ラクトース 01A01 ○ 工業用乳糖 0101

01 010674 lactose [raw material] ○ ラクトース（原料） 01A01 ○ 乳糖（原料） 0101

01 010675 milk ferments for the food industry ○ 乳発酵用酵母（食品工業用添加物） 32F08 ○ 食品工業用牛奶發酵劑 0101

01 010676 milk ferments for industrial purposes ○ 工業用の乳発酵用酵素 01A01 ○ 工業用牛奶發酵劑 0101

01 010677 casein for the food industry ○ カゼイン（食品工業用添加物） 01A01 ○ 食品工業用酪蛋白 0101

01 010678 sal ammoniac spirits ○ 塩化アンモニウム溶液 01A01 ○ 氯化銨溶液 0101

01 010679 chemicals for the manufacture of pigments ○ 顔料製造用化学品 01A01 ○ 製顏料用化學劑 0101

01 010680
preparations of microorganisms, other than for

medical and veterinary use
○

微生物調製剤（医療用及び獣医科用
のものを除く。）

01A01,33D05 ○
微生物調製劑（醫療用及獸醫用除
外）

0101

01 010681 potting soil ○ 鉢植え用土壌 02A01,06B01 ○ 盆栽用土壤 0104

01 010682 metal tempering preparations ○ 焼き戻し剤 01A01 ○ 金屬回火劑 0101

01 010683 glutamic acid for industrial purposes ○ 工業用グルタミン酸 01A01 ○ 工業用谷氨酸 0101

01 010684
tea extracts for use in the manufacture of

pharmaceuticals
○ 医薬品製造用茶エキス 01A01 ○ 製造藥品用茶萃取物 0101

01 010685 tea extracts for the food industry ○ 茶エキス（食品工業用添加物） 01A01 ○ 食品工業用茶萃取物 0101

01 010686 organic digestate [fertiliser] ○ 有機性消化残渣（肥料） 02A01 ○ 有機沼渣（肥料） 0104

01 010686 organic digestate [fertilizer] ○ 有機性消化残渣（肥料） 02A01 ○ 有機沼渣（肥料） 0104

01 010687
tea extracts for use in the manufacture of

cosmetics
○ 化粧品製造用茶エキス 01A01 ○ 製造化粧品用茶萃取物 0101

01 010688 collagen for industrial purposes ○ 工業用コラーゲン 01A01 ○ 工業用膠原蛋白 0101

01 010689 silicon carbide [raw material] ○ 炭化けい素（原料） 01A01 ○ 碳化矽（原料） 0101

01 010690
adjuvants, other than for medical or veterinary

purposes
○

アジュバント（補助剤）（医療用及
び獣医科用のものを除く。）

01A01 ○ 佐劑（醫療用或獸醫用除外） 0101

01 010691
vitamins for use in the manufacture of food

supplements
○ 栄養補助食品製造用ビタミン 01A01 ○ 製造營養補充品用維他命 0101

01 010692 vitamins for the food industry ○ ビタミン（食品工業用添加物） 01A01 ○ 食品工業用維他命 0101

01 010693 antioxidants for use in manufacture ○ 製造用酸化防止剤 01A01 ○ 加工用抗氧化劑 0101

01 010694
antioxidants for use in the manufacture of

cosmetics
○ 化粧品製造用酸化防止剤 01A01 ○ 製造化粧品用抗氧化劑 0101

01 010695
antioxidants for use in the manufacture of

pharmaceuticals
○ 医薬品製造用酸化防止剤 01A01 ○ 製造藥品用抗氧化劑 0101

01 010696
antioxidants for use in the manufacture of food

supplements
○ 栄養補助食品製造用酸化防止剤 01A01 ○ 製造營養補充品用抗氧化劑 0101

01 010697 proteins for use in manufacture ○ 製造用たんぱく質 01A01 ○ 加工用蛋白質 0101



01 010698
proteins for use in the manufacture of food

supplements
○ 栄養補助食品製造用たんぱく質 01A01 ○ 製造營養補充品用蛋白質 0101

01 010699 proteins for the food industry ○ たんぱく質（食品工業用添加物） 01A01 ○ 食品工業用蛋白質 0101

01 010700 ammonium nitrate ○ 硝酸アンモニウム 01A01 ○ 硝酸胺 0101

01 010701
vitamins for use in the manufacture of

pharmaceuticals
○ 医薬品製造用ビタミン 01A01 ○ 製造藥品用維他命 0101

01 010702 vitamins for use in the manufacture of cosmetics ○ 化粧品製造用ビタミン 01A01 ○ 製造化粧品用維他命 0101

01 010703
flavonoids [phenolic compounds] for industrial

purposes
○

工業用フラボノイド（フェノール化
合物）

01A01 ○ 工業用黃酮化合物（酮類化合物） 0101

01 010704 thymol for industrial purposes ○ 工業用チモール 01A01 ○ 工業用百里香酚 0101

01 010705 topsoil ○ 表土 02A01,06B01 ○ 表層土 0104

01 010706 transmission oil ○ トランスミッションオイル 05B01 ○ 變速箱油 0103

01 010707 polymer resins, unprocessed ○ 未加工ポリマー樹脂 34A01 ○ 未加工聚合物樹脂 0110

01 010708 chemical coatings for ophthalmic lenses ○
めがねレンズのコーティング用化学
剤

01A01 ○ 眼科透鏡用化學塗層 0101

01 010709 calomel [mercurous chloride] ○ 甘こう 01A01 ○ 甘汞（氯化亞汞） 0101

01 010710 animal manure ○ 動物性肥料 02A01 ○ 動物糞肥 0104

01 010711 xylol ○ キシロール 01A01 ○ 混合二甲苯 0101、0103

01 010712 xylene ○ キシレン 01A01 ○ 二甲苯 0101、0103

01 010713 benzene ○ ベンゼン 01A01 ○ 苯 0101、0103

01 010714 benzol ○ ベンゾール 01A01 ○ 粗製苯 0101

01 010715 graphene ○ グラフェン 01A01 ○ 石墨烯 0101

01 010716 gypsum for use as a fertilizer ○ 肥料として使用される石こう 02A01 ○ 石膏肥料 0104

01 010717 nanopowders for industrial purposes ○ 工業用ナノ粉末 01A01 ○ 工業用奈米粉 0101

01 010718
dendrimer-based polymers for use in the

manufacture of capsules for pharmaceuticals
○

医療用薬剤用カプセル製造用のデン
ドリマー系ポリマーからなる化学
品・ポリマー樹脂

01A01,34A01 ○ 製造藥用膠囊之樹枝狀合成聚合物 0101

01 010719
chemical preparations to prevent diseases

affecting cereal plants
○

穀類植物に影響を与える病気の予防
剤

01B02 ○ 預防穀類植物疾病用化學製劑 0102

01 010720 biostimulants for plants ○
植物の生物刺激剤（バイオスティ
ミュラント）

01B02 ○ 植物用生物刺激素 0102

01 010721 conductive resins, unprocessed ○ 未加工導電性樹脂 34A01 ○ 未加工導電樹脂 0110

01 010722 conductive adhesives ○ 導電性接着剤 01A02 ○ 導電黏著劑 0111

01 010723 lye water for the food industry ○ 食品工業用かん水 01A01 ○ 食品工業用鹼液 0101

01 010724 yeast for scientific purposes ○ 科学用酵母 33D05 ○ 科學用酵母 0101

01 010725 yeast for use in biofuel production ○ バイオ燃料生産用酵母 33D05 ○ 製造生物燃料用酵母 0101

01 010726 thermal paste ○ 放熱ペースト 01A01 ○ 導熱膏 0101

01 010727
diagnostic strips for testing breast milk, other

than for medical or veterinary use
○

母乳検査用診断ストリップ（医療用
又は獣医科用のものを除く。）

25A01 ○
母乳檢測試片（醫療用及獸醫用除
外）

0101

01 010728 plant extracts for the food industry ○ 食品製造用植物エキス 01A01 ○ 食品工業用植物萃取物 0101

01 010729
plant extracts for use in the manufacture of

cosmetics
○ 化粧品製造用植物エキス 01A01 ○ 製造化粧品用植物萃取物 0101

01 010730
plant extracts for use in the manufacture of

pharmaceuticals
○ 医薬品製造用植物エキス 01A01 ○ 製造藥品用植物萃取物 0101

01 010731 active chemical ingredients ○ 化学活性成分 01A01 ○ 活性化學原料 0101

01 010732 carbon dioxide for industrial purposes ○ 工業用二酸化炭素 01A01 ○ 工業用二氧化碳 0101

01 010733 artificial sweeteners for the food industry ○ 食品工業用人工甘味料 31A03 ○ 食品工業用人工甘味劑 0101

01 010734 saccharin for the food industry ○ 食品工業用サッカリン 31A03 ○ 食品工業用糖精 0101

01 010735 aspartame for industrial purposes ○ 工業用アスパルテーム 31A03 ○ 工業用阿斯巴甜 0101

01 010736 aspartame for the food industry ○ 食品工業用アスパルテーム 31A03 ○ 食品工業用阿斯巴甜 0101

02 020001 paints* ○ ペイント 03C01 ○ 塗料* 0203

02 020002 mordants* ○ 媒染剤 01A01 ○ 媒染劑* 0201

02 020003 varnishes* ○ ワニス 03C01 ○ 清漆* 0203

02 020004 colorants for beverages ○ 飲料用色素 03A01 ○ 飲料用色素 0202

02 020005 food colouring ○ 食品用着色料 03A01 ○ 食用色素 0202

02 020005 food coloring ○ 食品用着色料 03A01 ○ 食用色素 0202

02 020006 alizarine dyes ○ アリザリン染料 03A01 ○ 茜草染料 0201

02 020007 aluminium paints ○ アルミニウムペイント 03C01 ○ 鋁漆 0203

02 020008 aluminium powder for painting ○ 塗装用アルミニウム粉 06A02 ○ 塗裝用鋁粉 0201

02 020009 asbestos paints ○ 石綿製ペイント 03C01 ○ 石棉漆 0203

02 020010 anti-corrosive preparations ○ 腐蝕防止剤 01A01 ○ 防腐蝕劑 0205

02 020011 fixatives for watercolors ○ 水彩絵の具用定着剤 25B01 ○ 水彩定色劑 0201

02 020011 fixatives for watercolours ○ 水彩絵の具用定着剤 25B01 ○ 水彩定色劑 0201

02 020014 silver paste ○ 銀顔料 03B01,03C01 ○ 銀漆 0203

02 020015 silver emulsions [pigments] ○ 銀塩感光乳剤（顔料） 03B01 ○ 銀色乳劑顏料 0201

02 020016 silvering powders ○ 銀被せ加工用銀粉 06A02 ○ 銀粉 0201

02 020017 black japan ○ 黒漆 03C01 ○ 黑漆 0203

02 020018 auramine ○ オーラミン 03A01 ○ 鹽基性介黃 0202

02 020019 bactericidal paints ○ 殺菌塗料 03C01 ○ 殺菌漆 0203

02 020020 badigeon ○ 石灰乳塗料 03C01 ○ 石灰塗料 0203

02 020021 anti-corrosive bands ○ 帯状の腐食防止剤 01A01 ○ 防腐蝕帶 0205

02 020022 Canada balsam ○ カナダバルサム 01A01 ○ 加拿大香脂 0206

02 020023 colorants for butter ○ バター用色素 03A01 ○ 奶油用色素 0202

02 020024 colorants for beer ○ ビール用色素 03A01 ○ 啤酒用色素 0202

02 020025 bitumen varnish ○ 瀝青ワニス 03C01 ○ 瀝青清漆 0203

02 020026 wood coatings [paints] ○ 木材用塗料 03C01 ○ 木材塗料（漆） 0203

02 020027 wood mordants ○ 木材用媒染剤 01A01 ○ 木材媒染劑 0201

02 020028 wood stains ○ 木材用ステイン 03C01 ○ 木材著色劑 0201

02 020029 sienna earth ○ シエナ土 03B01 ○ 土黃色色料 0201

02 020031 bronzing lacquers ○ ブロンズラッカー 03C01 ○ 青銅漆 0203

02 020032 bronze powder for painting ○ 塗装用ブロンズ粉 06A02 ○ 繪畫用青銅粉 0201

02 020033 ink for leather ○ 皮革用インキ 03C01 ○ 皮革油墨 0201

02 020034 caramel [food colorant] ○ カラメル（食品用色素） 03A01 ○ 焦糖色素 0202

02 020035 malt caramel [food colorant] ○ 麦芽カラメル（食品用色素） 03A01 ○ 麥芽焦糖色素 0202

02 020036 coatings for roofing felt [paints] ○ 屋根のフェルト用塗料 03C01 ○ 屋頂毛氈用塗料 0203

02 020037 ceramic paints ○ 陶磁器用ペイント 03C01 ○ 陶瓷漆 0203

02 020038 white lead ○ 鉛白 03B01 ○ 鉛白 0201

02 020039 carbon black [pigment] ○ カーボンブラック（顔料） 03B01 ○ 炭黑（顏料） 0201

02 020040 undercoating for vehicle chassis ○ 乗物用シャシーの下地塗料 03C01 ○ 車輛底盤用塗料 0203

02 020040 undersealing for vehicle chassis ○ 乗物用シャシーの下地塗料 03C01 ○ 車輛底盤用塗料 0203

02 020041 shoe dyes ○ 靴用染料 03A01 ○ 鞋染料 0201

02 020042 lime wash ○ 石灰塗料 03C01 ○ 石灰塗料 0203

02 020043 printers' pastes [ink] ○ 印刷インキ 03D01,25B01 ○ 印刷膏 0204

02 020044 cobalt oxide [colorant] ○ 酸化コバルト（着色剤） 03B01 ○ 氧化鈷著色劑 0201

02 020045 cochineal carmine ○ カーマイン 03A01 ○ 胭脂紅 0201

02 020046 colophony* ○ コロホニウム 01A01 ○ 松脂* 0206

02 020047 colorants* ○ 着色剤 03A01,03B01 ○ 著色劑* 0201

02 020048 malt colorants ○ 麦芽用色素 03A01 ○ 麥酒用色素 0202

02 020049 wood preservatives ○ 木材保存剤 01A01 ○ 木材防腐劑 0205

02 020050 copal ○ コーパル 01A01 ○ 柯巴脂 0206

02 020052 aniline dyes ○ アニリン染料 03A01 ○ 苯胺染料 0201

02 020053 thinners for paints ○ 塗料用シンナー 03C01 ○ 塗料稀釋劑 0203

02 020054 thinners for lacquers ○ ラッカー用シンナー 03C01 ○ 亮光漆稀釋劑 0203

02 020055 thickeners for paints ○ ペイント用増粘剤 03C01 ○ 塗料增稠劑 0203

02 020056 creosote for wood preservation ○ 木材保存用クレオソート 01A01 ○ 木材防腐用雜酚油 0205

02 020057 mordants for leather ○ 皮革用媒染剤 01A01 ○ 皮革媒染劑 0201

02 020057 stains for leather ○ 革用ステイン 03C01 ○ 皮革染色劑 0201

02 020058 dyes* ○ 染料 03A01 ○ 染料* 0201

02 020059 pigments ○ 顔料 03B01 ○ 顏料 0201

02 020060 turmeric [colorant] ○ うこん粉（着色剤） 03A01 ○ 薑黃著色劑 0201

02 020061 natural resins, raw ○ 天然樹脂（未加工のもの） 01A01 ○ 未加工天然樹脂 0206

02 020062 distempers ○ 水性塗料 03C01 ○ 膠畫顏料 0201

02 020064 enamels [varnishes] ○ エナメル（ワニス） 03C01 ○ 瓷釉清漆 0203

02 020065 enamel paints ○ エナメルペイント 03C01 ○ 瓷漆 0203

02 020065 enamels for painting ○ 塗装用エナメル 03C01 ○ 瓷漆 0203

02 020066 printing ink ○ 印刷インキ 03D01,25B01 ○ 印刷油墨 0204

02 020067 marking ink for animals ○ 動物用マーキングインキ 03C01 ○ 動物打印記用油墨 0204

02 020068 siccatives [drying agents] for paints ○ ドライヤー 03C01 ○ 油漆催乾劑 0203

02 020070 coatings [paints] ○ 塗料 03C01 ○ 塗料（塗料） 0203

02 020072 fixatives [varnishes] ○ ワニス（色止め用） 03C01 ○ 清漆定色劑 0203



02 020073 lamp black [pigment] ○ ランプブラック（顔料） 03B01 ○ 燈黑顏料 0201

02 020074 yellowwood [colorant] ○ 黄色染料採取用木材 03A01 ○ 黃香槐著色劑 0201

02 020075 glazes [paints, lacquers] ○ 釉薬 03B02 ○ 釉藥塗料；釉藥亮光漆 0203

02 020076 gamboge for painting ○ 塗装用ガンボージ 03B01 ○ 繪畫用藤黃 0201

02 020077 gum-lac ○ ガムラック 01A01 ○ 蟲膠 0206

02 020077 shellac ○ シェラック 01A01 ○ 蟲膠 0206

02 020078 gum resins ○ ガムロジン 01A01 ○ 松脂 0206

02 020079 anti-rust greases ○ 防錆グリース 05B01 ○ 防銹油脂 0205

02 020080 engraving ink ○ 版用インキ 03D01 ○ 雕版印刷用油墨 0204

02 020081 zinc oxide [pigment] ○ 顔料用酸化亜鉛 03B01 ○ 氧化鋅顏料 0201

02 020082 oils for the preservation of wood ○ 木材防腐油 01A01 ○ 木材防腐油 0205

02 020083 anti-rust oils ○ 防錆油 05B01 ○ 防銹油 0205

02 020085 fireproof paints ○ 耐火用ペイント 03C01 ○ 防火漆 0203

02 020086 indigo [colorant] ○ インジゴ（染料） 03A01 ○ 靛藍著色劑 0201

02 020087 agglutinants for paints ○ ペイント用接合剤 03C01 ○ 油漆固著劑 0203

02 020087 binding preparations for paints ○ ペイント用結合剤 03C01 ○ 油漆固著劑 0203

02 020088 colorants for liqueurs ○ リキュール用色素 03A01 ○ 利口酒用色素 0202

02 020089 litharge ○ 顔料用又は塗料用の一酸化鉛 03B01,03C01 ○ 黃丹 0201

02 020089 orange lead ○ オレンジレッド 03B01 ○ 黃丹 0201

02 020090
metals in powder form for use in painting,

decorating, printing and art
○

塗装用・装飾用・印刷用及び美術用
の金属粉

06A02 ○ 塗裝裝潢印刷及藝術用金屬粉 0201

02 020091 mastic [natural resin] ○ マスチック（天然樹脂） 01A01 ○ 乳香脂 0206

02 020092
metal foil for use in painting, decorating,

printing and art
○

塗装用・装飾用・印刷用及び美術用
の金属箔

06A02 ○ 塗裝裝潢印刷及藝術用金屬箔 0201

02 020093 anti-tarnishing preparations for metals ○ 金属用曇り止め剤 01A01 ○ 金屬防銹劑 0205

02 020094 protective preparations for metals ○ 金属保護剤 03C01 ○ 金屬保護劑 0205

02 020095 minium ○ 鉛丹 03B01 ○ 鉛丹 0201

02 020095 red lead ○ 鉛丹 03B01 ○ 鉛丹 0201

02 020096 paper for dyeing Easter eggs ○ イースターエッグ着色用紙 25A01,25B01 ○ 復活節蛋著色用紙 0201

02 020098 annatto [dyestuff] ○ アナットー（染料） 03A01 ○ 胭脂樹紅染料 0201

02 020098 annotto [dyestuff] ○ アナットー（染料） 03A01 ○ 胭脂樹紅染料 0201

02 020099 saffron [colorant] ○ サフラン（色素） 03A01 ○ 番紅著色劑 0201

02 020100 sandarac ○ サンダラック 01A01 ○ 山達脂 0206

02 020101 soot [colorant] ○ すす（着色剤） 03B01 ○ 煙灰色著色劑 0201

02 020102 sumac for varnishes ○ ワニス用スマック 01A01 ○ 清漆用鹽膚木樹脂 0206

02 020106 titanium dioxide [pigment] ○ 二酸化チタン（顔料） 03B01 ○ 二氧化鈦顏料 0201

02 020107 anti-rust preparations ○ 防錆剤 01A01 ○ 防銹劑 0205

02 020108 primers ○ 下塗り塗料 03C01 ○ 底漆 0203

02 020110 whitewash ○ 石灰を原料とする塗料 03C01 ○ 石灰水 0203

02 020111 dyewood ○ 染料木 03A01 ○ 染料木 0201

02 020111 dye-wood ○ 染料木 03A01 ○ 染料木 0201

02 020112 dyewood extracts ○ 染料木エキス 03A01 ○ 染料木萃取液 0201

02 020112 wood dyestuffs ○ 木材から抽出した染料 03A01 ○ 木材染料 0201

02 020113 carbonyl for wood preservation ○ 木材保存用カルボニル 01A01 ○ 木材防腐用羰基 0205

02 020114 copal varnish ○ コーパルワニス 03C01 ○ 柯巴清漆 0203

02 020115 lacquers ○ ラッカー 03C01 ○ 亮光漆 0203

02 020121 ink for printers and photocopiers ○
プリンター用及び写真複写機用イン
キ

03D01,25B01 ○ 列表機和影印機用墨水 0204

02 020122 anti-fouling paints ○ 船底防汚塗料 03C01 ○ 防污塗料 0203

02 020123
toner cartridges, filled, for printers and

photocopiers
○

プリンター用及び写真複写機用ト
ナー入りカートリッジ（充てんされ
たもの）

09D01,11C01 ○
影印機及列表機用裝有碳粉之碳粉
匣

0208

02 020124 turpentine [thinner for paints] ○ テレビン油（塗料用シンナー） 03C01 ○ 松節油 0203

02 020125 repositionable paint patches ○
ペイント用カラーパッチ（塗料の代
用品）

03C01 ○ 油漆貼片（可置換的） 0203

02 020126 watercolor paints for use in art ○ 水彩絵の具 25B01 ○ 美術用水彩顏料 0201

02 020126 watercolour paints for use in art ○ 水彩絵の具 25B01 ○ 美術用水彩顏料 0201

02 020127 oil paints for use in art ○ 油絵の具 25B01 ○ 美術用油畫顏料 0201

02 020128 edible inks ○ 可食インク 03D01,25B01 ○ 可食用墨水 0204

02 020129 edible ink cartridges, filled, for printers ○
プリンター用可食インクカートリッ
ジ（充てんされたもの）

11C01 ○ 列表機用裝有可食用墨水之墨水匣 0208

02 020130
colorants for the restoration of furniture in

the form of markers
○ 家具修理用マーカー型着色剤 03A01,03B01 ○ 修復家具用馬克筆型著色劑 0201

02 020131 anti-graffiti coatings [paints] ○ 落書き防止用塗料 03C01 ○ 防塗鴉塗料 0203

02 020132 toner for printers and photocopiers ○
プリンター用及び写真複写機用ト
ナー

03B01 ○ 列表機和影印機用碳粉 0204

02 020133
ink cartridges, filled, for printers and

photocopiers
○

プリンター用及び写真複写機用イン
ク入りカートリッジ（充てんされた
もの）

09D01,11C01 ○
列表機和影印機用裝有墨水之墨水
匣

0208

02 020134 wood floor finishes ○ 木製床の仕上げ塗料 03C01 ○ 木質地板表面塗料 0203

02 020135 anti-urine paints ○ 防尿塗料 03C01 ○ 防尿漆 0203

02 020136 conductive paints ○ 導電性塗料 03C01 ○ 導電塗料 0203

02 020137 conductive inks ○ 導電性インキ 03D01 ○ 導電油墨 0204

02 020138 tattooing ink ○ 刺青用インク 03B01 ○ 紋身顏料 0201

02 020139 dyestuffs ○ 染料 03A01 ○ 染料 0201

02 020140 glitter for use in paint ○ 塗装用グリッター 03C01 ○ 塗裝用亮粉 0201

03 030001 adhesives for affixing false hair ○ かつら装着用接着剤 01A02 ○ 假髮膠黏劑 0301

03 030002 smoothing stones ○ 仕上げ用砥石 13B03 ○ 研磨石 0310

03 030003 grinding preparations ○
研磨剤（研磨用補助液及び歯科用の
ものを除く。）

13B03 ○ 研磨劑 0310

03 030003 sharpening preparations ○
研磨剤（研磨用補助液及び歯科用の
ものを除く。）

13B03 ○ 研磨劑 0310

03 030005 shaving stones [astringents] ○
シェービングストーン（収れん用の
もの）

04C01 ○ 刮鬍用石（收斂劑） 0301

03 030006 almond oil ○ アーモンド油 04D01 ○ 杏仁油 0303

03 030007 almond soap ○ アーモンド油入り石鹸 04A01 ○ 杏仁皂 0301

03 030008 amber [perfume] ○ 合成りゅうぜん香 04D01 ○ 琥珀香水 0301

03 030009 starch glaze for laundry purposes ○ 洗濯用つや出しでん粉のり 01A02 ○ 洗衣用上漿光澤劑 0302

03 030010 laundry starch ○ 洗濯用でん粉のり 01A02 ○ 洗衣用上漿劑 0302

03 030010 starch for laundry purposes ○ 洗濯用でん粉のり 01A02 ○ 洗衣用上漿劑 0302

03 030011 jewellers' rouge ○ 研磨用ベンガラ 13B03 ○ 磨光用紅鐵粉 0310

03 030011 polishing rouge ○ 研磨用ベンガラ 13B03 ○ 磨光用紅鐵粉 0310

03 030012 soap* ○ せっけん 04A01 ○ 肥皂 0301、0302

03 030013 soap for brightening textile ○ 蛍光増白用洗濯せっけん 04A01 ○ 紡織品增艷用肥皂 0302

03 030014 laundry blueing ○ 洗濯用青み付け剤 01A01,03A01 ○ 洗衣用藍色漂白劑 0302

03 030015 badian essence ○ ダイウイキョウ油 04D01 ○ 八角茴香精油 0303

03 030016 cosmetic preparations for baths ○ 浴用化粧品 04C01 ○ 浴用化粧品 0301

03 030017 shaving soap ○ ひげそり用せっけん 04A01 ○ 刮鬍用皂 0301

03 030018 lipsticks ○ 口紅 04C01 ○ 唇膏 0301

03 030019 cotton sticks for cosmetic purposes ○ 化粧用綿棒 01C01,21F01 ○ 化粧用棉棒 0301

03 030019 cotton swabs for cosmetic purposes ○ 化粧用綿棒 01C01,21F01 ○ 化粧用棉棒 0301

03 030020 beauty masks ○ 美顔用パック 04C01 ○ 面膜 0301

03 030021 bergamot oil ○ ベルガモット油 04D01 ○ 佛手柑油 0303

03 030022 whiting ○ 研磨用炭酸カルシウム 13B03 ○ 清潔用白堊粉 0302

03 030023 cream for whitening the skin ○ スキンホワイトニングクリーム 04C01 ○ 美白霜 0301

03 030023 skin whitening creams ○ スキンホワイトニングクリーム 04C01 ○ 美白霜 0301

03 030025 leather bleaching preparations ○ 革用漂白剤 01A01 ○ 皮革用漂白劑 0308

03 030026 bleaching salts ○ 漂白用塩 01A01 ○ 漂白用鹽 0302

03 030027 bleaching soda ○ 漂白用ソーダ 01A01 ○ 漂白蘇打 0302

03 030028 laundry bleach ○ 洗濯用漂白剤 01A01 ○ 洗衣漂白劑 0302

03 030028 laundry bleaching preparations ○ 洗濯用漂白剤 01A01 ○ 洗衣漂白劑 0302

03 030029 laundry glaze ○ 洗濯用仕上げ剤 01A01,01A02 ○ 洗衣用上光劑 0302

03 030030 scented wood ○ 香木 04D02 ○ 香木 0309

03 030031 mouthwashes, not for medical purposes ○
口内洗浄剤（医療用のものを除
く。）

04B01 ○ 非醫療用漱口水 0307

03 030032 nail polish ○ ネイルエナメル 04C01 ○ 指甲油 0301

03 030032 nail varnish ○ ネイルエナメル 04C01 ○ 指甲油 0301

03 030033 make-up preparations ○ メイクアップ用化粧品 04C01 ○ 化粧製劑 0301

03 030034 hair lotions* ○ ヘアーローション 04C01 ○ 髮水 0301

03 030035 carbides of metal [abrasives] ○ 研磨用金属炭化物 13B03 ○ 金屬碳化物研磨劑 0310

03 030036 silicon carbide [abrasive] ○ 研磨用炭化けい素 13B03 ○ 碳化矽研磨劑 0310



03 030037 essential oils of cedarwood ○ シーダー材の精油 04D01 ○ 雪松香精油 0303

03 030038 volcanic ash for cleaning ○ 洗浄用火山灰 04A01 ○ 清潔用火山灰 0302

03 030039 shoe cream ○ 靴クリーム 03E01 ○ 鞋膏 0308

03 030040 hair colorants ○ 毛髪用着色剤 04C01 ○ 染髮劑 0301

03 030040 hair dyes ○ 染毛剤 04C01 ○ 染髮劑 0301

03 030041 hair waving preparations ○ 毛髪用ウエーブ剤 04C01 ○ 燙髮劑 0301

03 030041 waving preparations for the hair ○ 毛髪用ウエーブ剤 04C01 ○ 燙髮劑 0301

03 030042 false eyelashes ○ つけまつ毛 21F01 ○ 假睫毛 0301

03 030043 cosmetic preparations for eyelashes ○ まつ毛用化粧品 04C01 ○ 眼睫毛用化粧品 0301

03 030045 polishing preparations ○ つや出し剤 03F01 ○ 擦亮劑 0302

03 030046 shoe wax ○ 靴用ワックス 03E01 ○ 鞋蠟 0308

03 030047 polish for furniture and flooring ○ 家具用及び床用のつや出し剤 03F01 ○ 家具及地板用亮光劑 0302

03 030048 shining preparations [polish] ○ 光沢剤 03F01 ○ 亮光劑 0302

03 030049 shoemakers' wax ○ 靴の縫糸用ろう 05D01 ○ 製鞋用蠟 0308

03 030050 cobblers' wax ○ 靴の縫糸用ろう 05D01 ○ 鞋線蠟 0308

03 030052 moustache wax ○ 口ひげ用ワックス 04C01 ○ 鬍鬚用蠟 0301

03 030052 mustache wax ○ 口ひげ用ワックス 04C01 ○ 鬍鬚用蠟 0301

03 030053 wax for parquet floors ○ 寄木細工の床に用いるワックス 03F01 ○ 拼花地板用蠟 0302

03 030054 polishing wax ○ つや出しワックス 03F01 ○ 亮光蠟 0302

03 030055 tailors' wax ○ 裁縫用ワックス 03F01,19B03 ○ 裁縫用蠟 0302

03 030056 essential oils of lemon ○ レモン油 04D01 ○ 檸檬香精油 0303

03 030058 eau de Cologne ○ オーデコロン 04C01 ○ 古龍水 0301

03 030060 colorants for toilet purposes ○ 化粧用着色料 04C01 ○ 化粧用著色劑 0301

03 030061 leather preservatives [polishes] ○ 皮革用つや出し剤 03F01 ○ 皮革保養劑 0308

03 030061 preservatives for leather [polishes] ○ 皮革用つや出し剤 03F01 ○ 皮革保養劑 0308

03 030062 corundum [abrasive] ○ コランダム（研磨材料） 13B03 ○ 金剛砂（研磨劑） 0310

03 030063 cosmetics for animals ○ ペット用化粧品 04C01 ○ 動物用化粧品 0312

03 030064 make-up palettes containing cosmetics ○
メイクアップ用パレットに入った化
粧品

04C01 ○ 含化粧品的彩粧盤 0301

03 030065 cosmetics ○ 化粧品 04C01 ○ 化粧品 0301

03 030066 cotton wool for cosmetic purposes ○ 化粧用脱脂綿 21F01 ○ 化粧棉 0301

03 030067 cleaning chalk ○ 洗浄用チョーク 04A01 ○ 清潔用白堊（去污粉） 0302

03 030068 stain removers ○ しみ抜き剤 01A01 ○ 去污劑 0302

03 030069 cosmetic pencils ○ ペンシル状の化粧品 04C01 ○ 化粧筆 0301

03 030070 polishing creams ○ つや出しクリーム 03F01 ○ 亮光乳劑 0302

03 030071 cosmetic creams ○ 化粧用クリーム 04C01 ○ 化粧用乳霜 0301

03 030072 washing soda, for cleaning ○ 洗濯用ナトリウム化合物 01A01 ○ 清潔用洗滌鹼 0302

03 030073 pastes for razor strops ○ かみそりの革砥用ペースト 13B03 ○ 磨剃刀皮帶用膏 0308

03 030074 creams for leather ○ 革用クリーム 03E01,03F01 ○ 皮革用乳劑 0308

03 030074 waxes for leather ○ 革用ワックス 03E01,03F01 ○ 皮革用蠟 0308

03 030075
detergents, other than for use in manufacturing

operations and for medical purposes
○

洗浄剤（製造工程用及び医療用のも
のを除く。）

04A01 ○ 非製造程序及醫療用洗潔劑 0302

03 030076 scouring solutions ○ 擦り磨き剤 13B03 ○ 擦洗溶劑 0302

03 030077
degreasers, other than for use in manufacturing

processes
○ 家庭用脱脂剤 01A01 ○ 非製造程序用油污去除劑 0302

03 030078 make-up removing preparations ○ 化粧落とし剤 04C01 ○ 卸粧劑 0301

03 030079 dentifrices* ○ 歯磨き 04B01 ○ 牙膏* 0307

03 030081 descaling preparations for household purposes ○ 家庭用湯あか除去剤 01A01 ○ 家庭用除垢劑 0302

03 030082 diamantine [abrasive] ○ 研磨用ダイヤマンチン 13B03 ○ 金剛鋁研磨劑 0310

03 030083 antistatic preparations for household purposes ○ 家庭用帯電防止剤 01A01 ○ 家庭用靜電防止劑 0311

03 030084 emery paper ○ 紙やすり 13B03 ○ 金剛砂紙 0310

03 030085 lacquer-removing preparations ○ ラッカー除去剤 03C01 ○ 去漆劑 0311

03 030086 emery cloth ○ 布やすり 13B03 ○ 金剛砂布 0310

03 030087 color-removing preparations ○ 脱色剤（化粧用のもの） 04C01 ○ 去色劑 0311

03 030087 colour-removing preparations ○ 脱色剤（化粧用のもの） 04C01 ○ 去色劑 0311

03 030088 varnish-removing preparations ○ ワニス除去剤 01A01 ○ 去漆劑 0311

03 030089 Javelle water ○ ジャベール水（漂白剤） 01A01 ○ 漂白水 0302

03 030089 potassium hypochloride ○ 次亜塩素酸カリウム（漂白剤） 01A01 ○ 漂白水 0302

03 030090 lavender water ○ ラベンダー香水 04C01 ○ 薰衣草香水 0301

03 030091 scented water ○ 香水 04C01 ○ 芳香水 0301

03 030092 toilet water ○ 化粧水 04C01 ○ 化粧水 0301

03 030093 quillaia bark for washing ○ 洗濯用キラヤ皮 04A01 ○ 洗衣用皂質樹皮 0302

03 030094 emery ○ 金剛砂 13B03 ○ 金剛砂 0310

03 030095 incense ○ 薫料 04D02 ○ 香 0309

03 030096 depilatories ○ 脱毛剤 04C01 ○ 脫毛劑 0301

03 030096 depilatory preparations ○ 脱毛剤 04C01 ○ 脫毛劑 0301

03 030097 depilatory wax ○ 脱毛用ワックス 04C01 ○ 脫毛蠟 0301

03 030098 laundry soaking preparations ○ 洗濯用予浸剤 01A01 ○ 洗衣浸泡劑 0302

03 030098 preparations for soaking laundry ○ 洗濯用予浸剤 01A01 ○ 洗衣浸泡劑 0302

03 030099 ethereal essences ○
精油（エーテルを用いて採取したも
のに限る。）

04D01 ○ 含醚精油 0303

03 030100 essential oils ○ 精油 04D01 ○ 香精油 0303

03 030100 ethereal oils ○ 精油 04D01 ○ 精油 0303

03 030101 extracts of flowers [perfumes] ○ 花のエキスを抽出してなる香水 04C01 ○ 花精 0303

03 030102 make-up ○ メイクアップ用化粧品 04C01 ○ 化粧品 0301

03 030104 cleaning preparations ○
洗浄剤（煙突用化学洗浄剤を除
く。）

04A01 ○ 清潔劑 0301、0302

03 030106 fumigation preparations [perfumes] ○ 薫香 04D02 ○ 薰蒸用劑（香料） 0303

03 030107 cake flavorings [essential oils] ○ 精油のみから成る菓子用香料 04D01 ○ 蛋糕用香精油 0303

03 030107 cake flavourings [essential oils] ○ 精油のみから成る菓子用香料 04D01 ○ 蛋糕用香精油 0303

03 030108 gaultheria oil ○ ガウルテリア油 04D01 ○ 白珠樹精油 0303

03 030109 petroleum jelly for cosmetic purposes ○ 化粧用ワセリン 04C01 ○ 化粧用凡士林 0301

03 030110 geraniol ○ ゲラニオール 04D01 ○ 香葉醇 0303

03 030111 greases for cosmetic purposes ○ 化粧用グリース 04C01 ○ 化粧用油脂 0301

03 030112 hydrogen peroxide for cosmetic purposes ○ 化粧用過酸化水素（毛髪脱色用） 04C01 ○ 化粧用過氧化氫 0301

03 030113 heliotropine ○ ヘリオトロピン 04D01 ○ 天芥菜精 0303

03 030114 oils for cosmetic purposes ○ 化粧用油 04C01 ○ 化粧用油 0301

03 030115 jasmine oil ○ ジャスミン油 04D01 ○ 茉莉精油 0303

03 030116 lavender oil ○ ラベンダー油 04D01 ○ 薰衣草精油 0303

03 030117 oils for cleaning purposes ○ 洗浄用油 04A01 ○ 清潔用油 0301、0302

03 030118 oils for perfumes and scents ○ 香料用及び香水用油 04C01,04D01 ○ 香料及香水用油 0303

03 030119 rose oil ○ ばら油 04D01 ○ 玫瑰精油 0303

03 030120 oils for toilet purposes ○ 化粧用油 04C01 ○ 化粧用油 0301

03 030121 ionone [perfumery] ○ ヨノン 04D01 ○ 紫蘿蘭酮香料 0303

03 030122 lotions for cosmetic purposes ○ 化粧用ローション 04C01 ○ 化粧水 0301

03 030123 cleansing milk for toilet purposes ○ 化粧用クレンジング乳液 04C01 ○ 化粧用清潔乳液 0301

03 030124 laundry preparations ○ 洗濯用剤 01A01,01A02,04A01 ○ 洗衣劑 0302

03 030125 toiletry preparations* ○ 化粧品、せっけん類及び歯磨き 04A01,04B01,04C01 ○ 化粧製劑 0301

03 030126 windscreen cleaning liquids ○ 風防ガラス洗浄液 04A01 ○ 擋風玻璃清洗液 0302

03 030126 windshield cleaning liquids ○ 風防ガラス洗浄液 04A01 ○ 擋風玻璃清洗液 0302

03 030127 smoothing preparations [starching] ○ 洗濯用のり 01A02 ○ 助燙劑 0302

03 030128 mint essence [essential oil] ○ ミントエッセンス（精油） 04D01 ○ 薄荷精油 0303

03 030129 mint for perfumery ○ 香料用ミント 04D01 ○ 香料用薄荷 0303

03 030131 eyebrow cosmetics ○ まゆ毛用化粧品 04C01 ○ 眉部化粧品 0301

03 030132 musk [perfumery] ○ じゃ香 04D01 ○ 麝香香料 0303

03 030133 neutralizers for permanent waving ○ パーマネントウェーブ用中和剤 04C01 ○ 燙髮用中和劑 0301

03 030134 shampoos* ○ シャンプー 04A01 ○ 洗髮精 0301

03 030135 perfumes ○ 香水 04C01 ○ 香水 0301

03 030136 false nails ○ つけづめ 21F01 ○ 假指甲 0301

03 030137 nail care preparations ○ つめ磨き用化粧品 04C01 ○ 指甲保養劑 0301

03 030138 wallpaper cleaning preparations ○ 壁紙清浄剤 04A01 ○ 壁紙清潔劑 0302

03 030139 polishing paper ○ つや出し紙 13B03 ○ 磨光紙 0310

03 030140 glass paper ○ 紙やすり 13B03 ○ 玻璃砂紙 0310

03 030140 sandpaper ○ 紙やすり 13B03 ○ 砂紙 0310

03 030141 perfumery ○ 香料、薫料及び香水類 04C01,04D01,04D02 ○ 香料 0303



03 030142 cosmetic preparations for skin care ○ 皮膚の手入れ用化粧品 04C01 ○ 皮膚保養用化粧製劑 0301

03 030143 soap for foot perspiration ○ 足の汗用せっけん 04A01 ○ 汗足皂 0301

03 030144 polishing stones ○
研磨用石（手動工具として用いられ
るものを除く。）

13B03 ○ 磨光石 0310

03 030145 pumice stone ○ 人造軽石 13B03 ○ 浮石 0310

03 030146 pomades for cosmetic purposes ○ 化粧用ポマード 04C01 ○ 化粧用髮油 0301

03 030147 make-up powder ○ おしろい 04C01 ○ 粉底 0301

03 030148 shaving preparations ○ ひげそり用剤 04C01 ○ 刮鬍用劑 0301

03 030149 deodorant soap ○ 防臭せっけん 04A01 ○ 除臭皂 0301

03 030150 sachets for perfuming linen ○ リネンの芳香付用におい袋 04D02 ○ 使亞麻布製品芳香用香粉包 0303

03 030151 safrol ○ サフロール 04D01 ○ 黃樟油精 0303

03 030152 cakes of soap ○ 固形せっけん 04A01 ○ 香皂塊 0301

03 030152 cakes of toilet soap ○ 固形の化粧せっけん 04A01 ○ 香皂塊 0301

03 030153 soda lye ○ 洗濯用水酸化ナトリウム溶液 01A01 ○ 蘇打鹼液 0302

03 030154 eyebrow pencils ○ アイブローペンシル 04C01 ○ 眉筆 0301

03 030155 talcum powder, for toilet use ○ 化粧用タルカムパウダー 04C01 ○ 化粧用滑石粉 0301

03 030156 cosmetic dyes ○ 化粧用染料 04C01 ○ 化粧用染色劑 0301

03 030157 turpentine for degreasing ○ 脱脂用テレビン 01A01 ○ 去油脂用松節油 0302

03 030158 oil of turpentine for degreasing ○ 脱脂用テレビン油 01A01 ○ 去油脂用松節油 0302

03 030159 terpenes [essential oils] ○ テルペン 04D01 ○ 松烯精油 0303

03 030160 abrasive cloth ○ 研磨布 13B03 ○ 研磨布 0310

03 030160 sandcloth ○ 布やすり 13B03 ○ 砂布 0310

03 030161 glass cloth [abrasive cloth] ○ 布やすり（研磨布） 13B03 ○ 玻璃砂布 0310

03 030162 antiperspirants [toiletries] ○ 制汗用化粧品 04C01 ○ 化粧用防汗劑 0301

03 030163 antiperspirant soap ○ 制汗用せっけん 04A01 ○ 防汗肥皂 0301

03 030164 tripoli stone for polishing ○ 研磨用トリポリ石 13B03 ○ 磨光用矽藻土 0310

03 030165 abrasives* ○
研磨材（手動工具として用いるもの
を除く。）

13B03 X 研磨材料* ―

03 030166 abrasive paper ○ 研磨紙 13B03 ○ 研磨紙 0310

03 030167 ammonia [volatile alkali] [detergent] ○
アンモニア（洗浄剤として用いられ
るものに限る。）

04A01 ○ 氨水（揮發性鹼）（清潔劑） 0302

03 030167 volatile alkali [ammonia] [detergent] ○
アンモニア（洗浄剤として用いられ
るものに限る。）

04A01 ○ 揮發性鹼（氨水）（清潔劑） 0302

03 030168 alum stones [astringents] ○ アルム石（収れん用のもの） 04C01 ○ 明礬石（收斂劑） 0301

03 030169 almond milk for cosmetic purposes ○ 化粧用アーモンド乳液 04C01 ○ 化粧用杏仁乳液 0301

03 030170 rust removing preparations ○ さび除去剤 01A01 ○ 除鏽劑 0311

03 030171 sun-tanning preparations [cosmetics] ○ 日焼け用化粧品 04C01 ○ 仿曬劑 0301

03 030172 aromatics [essential oils] ○ 芳香油 04D01 ○ 芳香劑（香精油） 0303

03 030173 flavorings for beverages [essential oils] ○ 精油のみから成る飲料用香料 04D01 ○ 飲料用香精油 0303

03 030173 flavourings for beverages [essential oils] ○ 精油のみから成る飲料用香料 04D01 ○ 飲料用香精油 0303

03 030174
color-brightening chemicals for household

purposes [laundry]
○

洗濯用蛍光増白剤（家庭用のものに
限る。）

01A01 ○ 家庭用洗衣增艷劑 0302

03 030174
colour-brightening chemicals for household

purposes [laundry]
○

洗濯用蛍光増白剤（家庭用のものに
限る。）

01A01 ○ 家庭用洗衣增艷劑 0302

03 030175 bath salts, not for medical purposes ○
バスソルト（医療用のものを除
く。）

04C01 ○ 非醫療用浴鹽 0301

03 030176 beard dyes ○ あごひげ用染毛剤 04C01 ○ 鬍鬚用染劑 0301

03 030177 cosmetic preparations for slimming purposes ○ 痩身用化粧品 04C01 ○ 瘦身用化粧品 0301

03 030178 adhesives for affixing false eyelashes ○ つけまつ毛用接着剤 01A02 ○ 假睫毛用膠黏劑 0301

03 030179 paint stripping preparations ○ ペイント用剥離剤 03C01 ○ 去漆劑 0311

03 030180 deodorants for human beings or for animals ○ 人用又は動物用の防臭剤 01B01,04C01 ○ 人用或動物用除臭劑 0301、0312

03 030181 decorative transfers for cosmetic purposes ○ 化粧用転写シール 04C01 ○ 化粧用裝飾轉印圖 0301

03 030191 astringents for cosmetic purposes ○ 化粧用アストリンゼント 04C01 ○ 化粧用收斂劑 0301

03 030192
bleaching preparations [decolorants] for

cosmetic purposes
○ 化粧用漂白剤（脱色用のもの） 04C01 ○ 化粧用漂白劑 0301

03 030193 fabric softeners for laundry use ○ 織物柔軟剤（洗濯用のもの） 01A01 ○ 洗衣用織物柔軟劑 0302

03 030194 preparations for cleaning dentures ○ 義歯洗浄剤 04B01 ○ 假牙清潔劑 0307

03 030195 preparations for unblocking drain pipes ○ 排水管の詰まり除去剤 04A01 ○ 排水管疏通劑 0302

03 030196
shampoos for pets [non-medicated grooming

preparations]
○

ペット用シャンプー（医療用でない
身づくろい用剤）

04A01 ○ 不含藥寵物用洗毛精 0312

03 030197 tissues impregnated with cosmetic lotions ○ ティッシュに浸み込ませた化粧水 04C01 ○ 浸漬化粧水的紙巾 0301

03 030198 denture polishes ○ 義歯磨き剤 04B01 ○ 假牙亮光劑 0307

03 030199 adhesives for cosmetic purposes ○ 化粧用接着剤 01A02 ○ 化粧用膠黏劑 0301

03 030200 after-shave lotions ○ アフターシェーブローション 04C01 ○ 鬍後水 0301

03 030201 hair spray ○ ヘアースプレー 04C01 ○ 髮膠 0301

03 030202 mascara ○ マスカラ 04C01 ○ 睫毛膏 0301

03 030203 potpourris [fragrances] ○ ポプリ 04D02 ○ 乾燥花瓣與香料混合芳香物 0303

03 030204 breath freshening sprays ○ 口臭消臭スプレー 01B01 ○ 口氣清新噴劑 0307

03 030205 dry-cleaning preparations ○ ドライクリーニング剤 04A01 ○ 乾洗劑 0302

03 030206 floor wax removers [scouring preparations] ○
床用ワックス除去剤（清掃用のも
の）

01A01 ○ 地板蠟去除劑 0302

03 030207 non-slipping wax for floors ○ 床用滑り止めワックス 03F01 ○ 地板防滑蠟 0302

03 030208 non-slipping liquids for floors ○ 床用滑り止め液剤 01A01 ○ 地板防滑液 0302

03 030209
canned pressurized air for cleaning and dusting

purposes
○ 埃掃除用の缶入り加圧空気 01A01 ○ 用於清潔及除塵的罐裝加壓空氣 0314

03 030210 dental bleaching gels ○ 歯の漂白用ジェル 04B01 ○ 牙齒漂白凝膠 0307

03 030211 cloths impregnated with a detergent for cleaning ○ 布に浸み込ませた洗浄剤 04A01 ○ 浸漬清潔劑的抹布 0302

03 030212 preparations to make the leaves of plants shiny ○ 植物の葉用光沢剤 03F01 ○ 植物葉子亮光劑 0302

03 030213 joss sticks ○ 線香 04D02 ○ 祭祀用香 0309

03 030214 drying agents for dishwashing machines ○ 食器洗浄機用乾燥剤 01A01 ○ 洗碗機用催乾劑 0302

03 030215 air fragrancing preparations ○ 芳香剤 04D02 ○ 空氣芳香劑 0315

03 030216 breath freshening strips ○ 小片状の口臭消臭剤 01B01 ○ 口氣清新片 0307

03 030217 deodorants for pets ○ ペット用消臭剤 01B01 ○ 寵物用除臭劑 0312

03 030218
douching preparations for personal sanitary or

deodorant purposes [toiletries]
○

身体の衛生用又は消臭用膣洗浄剤
（医療用のものを除く。）

04A01 ○ 個人清潔或除臭用沖洗劑 0301

03 030219 aloe vera preparations for cosmetic purposes ○ アロエベラ化粧品 04C01 ○ 化粧用蘆薈製劑 0301

03 030220 massage gels, other than for medical purposes ○
マッサージ用ジェル（医療用のもの
を除く。）

04C01 ○ 非醫療用按摩凝膠 0301

03 030221 lip glosses ○ リップグロス 04C01 ○ 唇蜜 0301

03 030222 balms, other than for medical purposes ○ バルサム（医療用のものを除く。） 04C01 ○ 非醫療用香膏 0301

03 030223 dry shampoos* ○ ドライシャンプー 04A01 ○ 頭髮乾洗劑 0301

03 030224 nail art stickers ○ ネイルアート用ステッカー 21F01 ○ 美甲貼 0301

03 030225 sunscreen preparations ○ 日焼け止め用化粧品 04C01 ○ 防曬劑 0301

03 030226 essential oils of citron ○ シトロン油 04D01 ○ 香櫞香精油 0303

03 030227 henna [cosmetic dye] ○ ヘンナ（化粧用染料） 04C01 ○ 化粧用指甲花染劑 0301

03 030228 shoe polish ○ 靴用つや出し剤 03E01 ○ 鞋油 0308

03 030229 lipstick cases ○
リップスティックケース（リフィル
用）

04C01 ○ 唇膏盒 0301

03 030230 bath preparations, not for medical purposes ○ 入浴剤（医療用のものを除く。） 04C01 ○ 非醫療用沐浴劑 0301

03 030231 hair conditioners ○ ヘアーコンディショナー 04C01 ○ 潤髮乳 0301

03 030232 hair straightening preparations ○ 毛髪を直毛にするための用剤 04C01 ○ 直髮劑 0301

03 030233
tissues impregnated with make-up removing

preparations
○

ティッシュに浸みこませた化粧落と
し剤

04C01 ○ 浸漬卸粧劑的紙巾 0301

03 030234 collagen preparations for cosmetic purposes ○ コラーゲン化粧品 04C01 ○ 化粧用膠原蛋白製劑 0301

03 030235 teeth whitening strips ○
歯のホワイトニング用細片（化粧
品）

04C01 ○ 牙齒美白貼片 0307

03 030236 food flavorings [essential oils] ○ 精油のみから成る食品用香料 04D01 ○ 食用香料（香精油） 0303

03 030236 food flavourings [essential oils] ○ 精油のみから成る食品用香料 04D01 ○ 食用香料（香精油） 0303

03 030237 phytocosmetic preparations ○ 植物由来の化粧品 04C01 ○ 植物化粧製劑 0301

03 030238
cleansers for intimate personal hygiene

purposes, non medicated
○

身体の衛生用クレンザー（医療用の
ものを除く。）

04A01 ○ 不含藥個人衛生用清潔劑 0301

03 030239 herbal extracts for cosmetic purposes ○ 化粧用薬草エキス 04C01 ○ 美容用草本萃取精華液 0301

03 030240 nail polish removers ○ ネイルエナメル除去液 04C01 ○ 指甲油去除劑 0301

03 030240 nail varnish removers ○ ネイルエナメル除去液 04C01 ○ 指甲油去除劑 0301

03 030241 floor wax ○ 床用ワックス 03F01 ○ 地板蠟 0302

03 030242
shampoos for animals [non-medicated grooming

preparations]
○

動物用シャンプー（医療用でない身
づくろい用剤）

04A01 ○ 不含藥動物用洗毛精 0312



03 030243 eye-washes, not for medical purposes ○ 洗眼剤（医療用のものを除く。） 04A01 ○ 非醫療用洗眼液 0301

03 030244
vaginal washes for personal sanitary or

deodorant purposes
○ 身体の衛生用又は消臭用膣洗浄剤 04A01 ○ 個人清潔或除臭用陰道清洗液 0301

03 030245
chemical cleaning preparations for household

purposes
○ 家庭用化学洗浄剤 04A01 ○ 家庭用化學清潔劑 0302

03 030246 air fragrance reed diffusers ○
芳香剤としてのリードディフュー
ザー

04D02 ○ 空氣薰香蘆葦枝擴香器 0303

03 030247
bleaching preparations [decolorants] for

household purposes
○ 家庭用漂白剤（脱色用のもの） 01A01 ○ 家庭用漂白劑 0302

03 030248 massage candles for cosmetic purposes ○
ろうそくタイプの美容用マッサージ
オイル

04C01 ○ 化粧用按摩蠟燭精油 0303

03 030249 cosmetics for children ○ 子供用化粧品 04C01 ○ 兒童化粧品 0301

03 030250
breath freshening preparations for personal

hygiene
○ 身体の衛生用口臭消臭剤 01B01 ○ 個人衛生用口氣清新劑 0307

03 030251
baby wipes impregnated with cleaning

preparations
○

乳児用おしり拭きに浸み込ませた洗
浄剤

04A01 ○ 浸漬清潔劑的嬰兒濕巾 0301

03 030252 basma [cosmetic dye] ○ バスマ（化粧用染料） 04C01 ○ 化粧用藍澱染劑 0301

03 030253 gel eye patches for cosmetic purposes ○ 化粧用ジェル状アイパッチ 04C01 ○ 化粧用凝膠眼膜 0301

03 030254 nail glitter ○ つめ用グリッター 04C01 ○ 指甲亮粉 0301

03 030255 micellar water ○
ミセラーウォーター（クレンジング
用化粧水）

04C01 ○ 卸粧潔膚水 0301

03 030256 body paint for cosmetic purposes ○ ボディペイント用化粧品 04C01 ○ 化粧用人體彩繪顏料 0301

03 030257 liquid latex body paint for cosmetic purposes ○
液状ラテックス製のボディペイント
用化粧品

04C01 ○ 化粧用人體彩繪液態乳膠 0301

03 030258 toothpaste* ○ 練り歯磨き 04B01 ○ 牙膏* 0307

03 030259
cotton wool impregnated with make-up removing

preparations
○ 脱脂綿に浸み込ませた化粧落とし剤 04C01 ○ 浸漬卸粧劑的脫脂棉 0301

03 030260 colour run prevention laundry sheets ○ シート状の洗濯用色落ち防止剤 01A01 ○ 洗衣吸色片 0302

03 030260 color run prevention laundry sheets ○ シート状の洗濯用色落ち防止剤 01A01 ○ 洗衣吸色片 0302

03 030261 antistatic dryer sheets ○
乾燥機で使用するための静電気防止
機能付きシート状洗濯用柔軟剤

01A01 ○ 防靜電烘衣片 0311

03 030261 antistatic drier sheets ○
乾燥機で使用するための静電気防止
機能付きシート状洗濯用柔軟剤

01A01 ○ 防靜電烘衣片 0311

03 030262 body glitter ○ 身体用グリッター 04C01 ○ 身體亮粉 0301

03 030263 double eyelid tapes ○ 二重まぶた形成用テープ 04C01 ○ 雙眼皮貼 0301

03 030264 cooling sprays for cosmetic purposes ○ スプレー式冷却用化粧品 04C01 ○ 美容用冷卻噴霧液 0301

03 030265
disposable steam-heated masks, not for medical

purposes
○

使い捨ての蒸気加熱式マスク（医療
用のものを除く。）

04C01 ○ 非醫療用可拋棄式蒸汽加熱面膜 0301

03 030266 detergent tablets for coffee machines ○ コーヒー用機械器具用の錠剤状洗剤 04A01 ○ 咖啡機用清潔錠 0302

03 030267 dressings for nail reconstruction ○ 爪再建用ドレッシング材 21F01 ○ 指甲修復片 0301

03 030268 wax melts [fragrancing preparations] ○ ワックスメルト（芳香剤） 04D02 ○ 蠟塊（芳香製劑） 0303

03 030269 cosmetic stamps, filled ○ 化粧用スタンプ（充填されたもの） 04C01 ○ 已裝有化粧品的印模 0301

03 030270 essential oils for aromatherapy use ○ アロマテラピー用精油 04D01 ○ 芳香療法用精油 0303

03 030271 bath tea for cosmetic purposes ○ 化粧用バスティ 04C01 ○ 美容浴用茶 0305

03 030272 sheet masks for cosmetic purposes ○ 化粧用シートマスク 04C01 ○ 美容用片狀面膜 0301

03 030273 toners for cosmetic purposes ○ 収れん化粧水 04C01 ○ 美容用爽膚水 0301

03 030274 essential oil-based creams for aromatherapy use ○
アロマテラピー用の精油を主原料と
するクリーム

04C01 ○ 芳香療法用精油乳霜 0301

03 030275 serums for cosmetic purposes ○ 美容液 04C01 ○ 美容用精華液 0301

03 030276 teeth whitening pens ○
歯のホワイトニング用ペン（化粧
品）

04C01 ○ 牙齒美白筆 0307

03 030277 skin hydrators for cosmetic purposes ○ 皮膚に潤いを与える化粧品 04C01 ○ 美容用皮膚保濕劑 0301

03 030278 laundry balls filled with laundry detergents ○ 洗濯ボールに充填した洗濯用洗剤 04A01 ○ 裝有洗衣劑的洗衣球 0302

03 030278 washing balls filled with laundry detergents ○ 洗濯ボールに充填した洗濯用洗剤 04A01 ○ 裝有洗衣劑的洗衣球 0302

04 040001 beeswax* ○ みつろう 05D01 ○ 蜂蠟* 0407

04 040002 methylated spirit ○ 変性アルコール 05A02 ○ 酒精燃料 0403

04 040003 alcohol [fuel] ○ アルコール（燃料用のもの） 05A02 ○ 酒精（燃料） 0403

04 040004 fuel with an alcohol base ○ アルコール性燃料 05A02 ○ 酒精燃料 0403

04 040005 paper spills for lighting fires ○ 点火用紙片 05A01 ○ 點火用紙捻 0404

04 040006 wood spills for lighting fires ○ 点火用木片 05A01 ○ 點火用木片 0404

04 040007 firelighters ○ たき付け用材料 05A01 ○ 火種 0404

04 040008 anthracite ○ 無煙炭 05A01 ○ 無煙煤 0404

04 040009 non-slipping preparations for belts ○ ベルト用滑り止め剤 01A01 ○ 傳動帶用防滑劑 0402

04 040010 Christmas tree candles ○ クリスマスツリー用ろうそく 19B26 ○ 聖誕樹用蠟燭 0405

04 040011 grease for arms [weapons] ○ 兵器用グリース 05B01 ○ 兵器用油脂 0402

04 040012 dust binding compositions for sweeping ○ 清掃用塵埃吸着剤 01A01 ○ 除塵黏結劑 0406

04 040013 firewood ○ まき 05A01 ○ 木柴 0404

04 040014 charcoal [fuel] ○ 木炭 05A01 ○ 木炭（燃料） 0404

04 040015 candles* ○ ろうそく 19B26 ○ 蠟燭* 0405

04 040015 tapers ○ 小ろうそく 19B26 ○ 小蠟燭 0405

04 040016 coal briquettes ○ 石炭製練炭 05A01 ○ 煤炭球 0404

04 040017 peat briquettes [fuel] ○ 泥炭製練炭 05A01 ○ 泥煤球 0404

04 040018 wood briquettes ○ 木炭製練炭 05A01 ○ 木炭磚 0404

04 040019 combustible briquettes ○ 練炭 05A01 ○ 易燃煤球 0404

04 040020 vaporized fuel mixtures ○ 混合気化燃料 05A02 ○ 揮發性燃料混合物 0403

04 040021 carnauba wax ○ カルナウバろう 05D01 ○ 棕櫚蠟 0407

04 040022 ceresine ○ セレシン 05D01 ○ 地蠟 0407

04 040023 coal ○ 石炭 05A01 ○ 煤炭 0404

04 040024 peat [fuel] ○ 泥炭（燃料） 05A01 ○ 泥煤（燃料） 0404

04 040025 fuel ○ 燃料 05A01,05A02 ○ 燃料 0403、0404

04 040026 grease for footwear ○ 履物用油 03E01 ○ 鞋類用油脂 0401

04 040027 wax [raw material] ○ ろう（原料） 05D01 ○ 蠟（原料） 0407

04 040028 belting wax ○ ベルト用ワックス 05D01 ○ 皮帶用蠟 0407

04 040029 wax for lighting ○ 点火又は照明（灯火）用ワックス 05A01 ○ 照明用蠟 0403、0405

04 040030 industrial wax ○ 工業用ワックス 05D01 ○ 工業用蠟 0407

04 040031 coke ○ コークス 05A01 ○ 焦炭 0404

04 040032 mineral fuel ○ 鉱物燃料 05A01,05A02 ○ 礦物燃料 0403、0404

04 040033 grease for belts ○ ベルト用グリース 05B01 ○ 傳動帶用油脂 0402

04 040034 grease for leather ○ 皮革用油脂 03F01 ○ 皮革用油脂 0401

04 040035 industrial grease ○ 工業用グリース 05B01 ○ 工業用油脂 0402

04 040036 oils for releasing form work [building] ○ 離型用油（建築用のもの） 05B01 ○ 建築用脫模油 0402

04 040037 tallow ○ 獣脂 05C01 ○ 動物脂 0402

04 040038 dust removing preparations ○ 塵埃除去剤 01A01 ○ 除塵製劑 0406

04 040039 oils for lighting ○ 点火又は照明（灯火）用油 05A02 ○ 照明用油 0403

04 040040 gas for lighting ○ 点火又は照明（灯火）用ガス 05A02 ○ 供照明用氣體 0403

04 040041 lighting fuel ○ 点火又は照明（灯火）用燃料 05A01,05A02 ○ 照明燃料 0403

04 040042 lubricating oil ○ 潤滑油 05B01 ○ 潤滑油 0402

04 040043 gasoline ○ ガソリン 05A02 ○ 汽油 0403

04 040043 petrol ○ ガソリン 05A02 ○ 汽油 0403

04 040044 petroleum ether ○ 石油エーテル 05A02 ○ 石油醚 0402

04 040045 ligroin ○ リグロイン 05B01 ○ 輕石油 0403

04 040046 wicks for candles ○ ろうそく用灯芯 19B26 ○ 蠟燭用燈芯 0405

04 040047 petroleum jelly for industrial purposes ○ 工業用ワセリン 05B01 ○ 工業用凡士林 0402

04 040048 diesel oil ○ デイーゼル油 05A02 ○ 柴油 0403

04 040048 gas oil ○ 軽油 05A02 ○ 汽油 0403

04 040049 fuel gas ○ 燃料ガス 05A02 ○ 氣體燃料 0403

04 040050 oil-gas ○ オイルガス 05A02 ○ 石油氣 0403

04 040052 lubricating graphite ○ 潤滑用黒鉛 01A01 ○ 潤滑石墨 0402

04 040053 coal tar oil ○ コールタール油 01A01,05A02 ○ 煤焦油 0402

04 040054 coal naphtha ○ 石炭ナフサ 01A01,05A02 ○ 煤石腦油 0402

04 040055 oils for the preservation of masonry ○ 石造物保存用油 05B01 ○ 磚石建築保護用油 0402

04 040056 moistening oil ○ 湿潤用油 05B01 ○ 濕潤油 0402

04 040057 fish oil, not edible ○ 魚油（食用のものを除く。） 05C01 ○ 非食用魚油 0402

04 040058
soya bean oil preparations for non-stick

treatment of cooking utensils
○

加熱調理用具の焦げ付き防止用大豆
油調製剤

05C01 ○ 炊具防黏用豆油 0402

04 040059 kerosene ○ 灯油 05A02 ○ 煤油 0403

04 040060 lubricating grease ○ 潤滑グリース 05B01 ○ 潤滑油脂 0402



04 040061 lamp wicks ○ ランプ用灯しん 19B25 ○ 燈用燈芯 0405

04 040062 lignite ○ 亜炭 05A01 ○ 褐煤 0404

04 040063 lubricants ○ 潤滑剤・潤滑油及び潤滑グリース 01A01,05B01 ○ 潤滑油 0402

04 040064 mazut ○ 残さ油 05A02 ○ 重油 0403

04 040065 colza oil for industrial purposes ○ 工業用菜種油 05C01 ○ 工業用菜籽油 0402

04 040065 rape oil for industrial purposes ○ 工業用菜種油 05C01 ○ 工業用油菜油 0402

04 040066 naphtha ○ ナフサ 01A01,05A02 ○ 石腦油 0402

04 040067 bone oil for industrial purposes ○ 工業用骨油 05C01 ○ 工業用骨油 0402

04 040068 oleine ○ オレイン 05C01 ○ 油酸脂 0402

04 040069 ozocerite ○ オゾケライト 05D01 ○ 地蠟 0407

04 040069 ozokerite ○ オゾケライト 05D01 ○ 地蠟 0407

04 040070 paraffin ○ パラフィンワックス 05D01 ○ 石蠟 0407

04 040071 petroleum, raw or refined ○
石油（精製されたものであるかない
かを問わない。）

05A02 ○ 未加工或已精煉的石油 0403

04 040072 coal dust [fuel] ○ 粉炭（燃料用のもの） 05A01 ○ 煤灰燃料 0404

04 040073 stearine ○ ステアリン 05D01 ○ 硬脂 0402

04 040074 lanolin ○ ラノリン 05C01 ○ 羊毛脂 0402

04 040074 wool grease ○ 羊毛脂 05C01 ○ 羊毛脂 0402

04 040075 sunflower oil for industrial purposes ○ 工業用ひまわり油 05C01 ○ 工業用葵花油 0402

04 040076 nightlights [candles] ○ ろうそく 19B26 ○ 蠟燭 0405

04 040079 dust laying compositions ○ 塵埃抑止剤 01A01 ○ 除塵合成製劑 0406

04 040080 textile oil ○ 繊維油剤 05B01 ○ 紡織用油 0402

04 040081 carburants ○ 内燃機関用燃料 05A02 ○ 增碳劑 0404

04 040081 motor fuel ○ 内燃機関用燃料 05A02 ○ 增碳劑 0404

04 040084 combustible oil ○ 可燃性油 05A02 ○ 燃料油 0403

04 040084 fuel oil ○ 可燃性油 05A02 ○ 燃料油 0403

04 040085 additives, non-chemical, to motor fuel ○
自動車燃料用添加剤（化学品を除
く。）

05A02 ○ 發動機燃料用非化學添加油 0402

04 040086 greases for the preservation of leather ○ 皮革保存用油脂 03F01 ○ 皮革保護油脂 0401

04 040087 industrial oil ○ 工業用油 05B01 ○ 工業用油 0402

04 040088 solidified gases [fuel] ○ 燃料用固形ガス 05A02 ○ 固態化氣體燃料 0403

04 040089 castor oil for industrial purposes ○ 工業用ひまし油 05C01 ○ 工業用蓖麻油 0402

04 040090 oils for the preservation of leather ○ 皮革保存用油 03F01 ○ 皮革保護油 0401

04 040101 cutting fluids ○ 切削油 05B01 ○ 切削液 0402

04 040102 oils for paints ○ ペイント用油 03C01,05C01,25B01 ○ 漆油 0402

04 040103 producer gas ○ 発生炉ガス 05A02 ○ 發生爐煤氣 0403

04 040104 motor oil ○ モーターオイル 05B01 ○ 機油 0402

04 040105 perfumed candles ○ 香料入りろうそく 19B26 ○ 芳香蠟燭 0405

04 040106 electrical energy X ［電気エネルギー］ ― ○ 電能 0408

04 040107 ethanol [fuel] ○ エタノール燃料 05A02 ○ 乙醇燃料 0403

04 040108 tinder ○ たき付け用火口 05A01 ○ 火種 0404

04 040109 dust absorbing compositions ○ 塵埃吸収剤 01A01 ○ 灰塵吸收劑 0406

04 040110 benzine ○ ベンジン 05A02 ○ 汽油 0403

04 040111 biomass fuel ○ バイオマス燃料 05A01,05A02 ○ 生物質燃料 0403

04 040112 benzene fuel ○ ベンゼン（燃料） 05A02 ○ 苯燃料 0403

04 040113 xylene fuel ○ キシレン（燃料） 05A02 ○ 二甲苯燃料 0403

04 040114 wax for skis ○ スキーワックス 05D01 ○ 滑雪板用蠟 0407

04 040115 lanolin for use in the manufacture of cosmetics ○ 化粧品製造用ラノリン 05C01 ○ 製造化粧品用羊毛脂 0402

04 040116 beeswax for use in the manufacture of cosmetics ○ 化粧品製造用みつろう 05D01 ○ 製造化粧品用蜂蠟 0407

04 040117 hookah charcoal ○ 水パイプ用炭 05A01 ○ 水煙用炭 0404

04 040118 gear oil ○ ギヤオイル 05B01 ○ 齒輪油 0402

04 040119 wood chips for use as fuel ○ 燃料用木材チップ 05A01 ○ 作為燃料用之木屑 0404

04 040120 wood chips for smoking and flavouring foods ○
食品の燻製及び香り付け用木材チッ
プ

05A01 ○ 煙燻及調味食物用木屑 0404

04 040120 wood chips for smoking and flavoring foods ○
食品の燻製及び香り付け用木材チッ
プ

05A01 ○ 煙燻及調味食物用木屑 0404

04 040121 soy candles ○ 大豆製ろうそく 19B26 ○ 大豆蠟燭 0405

05 050001 dental abrasives ○ 歯科用研磨剤 01C03 ○ 牙科用研磨劑 0507

05 050002 aconitine ○ アコニチン 01B01 ○ 烏頭鹼 0501

05 050003 adhesives for dentures ○ 義歯用接着剤 01C03 ○ 假牙黏合劑 0507

05 050005 air purifying preparations ○ 空気浄化剤 01A01,01B01 ○ 空氣淨化製劑 0514

05 050006 albuminous foodstuffs for medical purposes ○ 医療用アルブミン性食品 32F16 ○ 醫療用蛋白質食品 0503

05 050007 albuminous preparations for medical purposes ○ 医療用アルブミン製剤 01B01 ○ 醫療用蛋白質製劑 0501

05 050008 medicinal alcohol ○ 薬用アルコール 01B01 ○ 醫療用酒精 0501

05 050009 aldehydes for pharmaceutical purposes ○ 医薬用アルデヒド 01B01 ○ 醫藥用乙醛 0501

05 050010 alloys of precious metals for dental purposes ○ 貴金属の合金（歯科用のもの） 01C03 ○ 牙科用貴重金屬合金 0507

05 050012 dental amalgams ○ 歯科用アマルガム 01C03 ○ 牙科用汞合金 0507

05 050013 starch for dietetic or pharmaceutical purposes ○ 食餌用又は医薬用のでん粉 01B01,32F15 ○ 食療或醫藥用澱粉 0501、0503

05 050017 anaesthetics ○ 麻酔薬 01B01 ○ 麻醉藥 0501

05 050018 dill oil for medical purposes ○ 医療用イノンド油 01B01 ○ 醫療用蒔蘿油 0501

05 050019 adhesive plasters ○ ばんそうこう 01C01 ○ 絆創膏 0505

05 050019 sticking plasters ○ ばんそうこう 01C01 ○ 絆創膏 0505

05 050020 angostura bark for medical purposes ○ 医療用アンゴスツラ皮 01B01 ○ 醫療用安古斯圖拉樹皮 0501

05 050022 asthmatic tea ○ ぜんそく用茶 01B01 ○ 哮喘茶 0501

05 050023 frostbite salve for pharmaceutical purposes ○ 凍瘡用軟膏 01B01 ○ 醫藥用凍瘡軟膏 0501

05 050025 haemorrhoid preparations ○ じ疾用剤 01B01 ○ 痔瘡用製劑 0501

05 050025 hemorrhoid preparations ○ じ疾用剤 01B01 ○ 痔瘡用製劑 0501

05 050026 preparations for destroying dry rot fungus ○ 乾腐病菌用殺菌剤 01B02 ○ 乾腐病殺菌劑 0504

05 050028 mothproofing preparations ○ 防虫剤 01B01,01B02 ○ 防蛀蟲製劑 0504

05 050029 antiparasitic preparations ○ 駆虫剤 01B01 ○ 抗寄生蟲製劑 0511

05 050030 antiseptics ○ 消毒薬 01B01,01B02 ○ 消毒劑 0501

05 050031 antiseptic cotton ○ 消毒綿 01C01 ○ 消毒棉 0505

05 050032 anti-uric preparations ○ 抗尿剤 01B01 ○ 抗尿酸製劑 0501

05 050033 wart pencils ○ いぼ用桿剤 01B01 ○ 治疣藥筆 0501

05 050034 aseptic cotton ○ 無菌綿 01C01 ○ 消毒棉 0505

05 050035 fly catching paper ○ はえ取り紙 19B30 ○ 捕蠅紙 0510

05 050036 bacteriological culture mediums ○ バクテリア培養用培地（医療用） 01B01 ○ 細菌培養基 0501

05 050036 bouillons for bacteriological cultures ○
バクテリア培養用肉汁培地（医療
用）

01B01 ○ 細菌培養用肉汁 0501

05 050036 media for bacteriological cultures ○ バクテリア培養用培地（医療用） 01B01 ○ 細菌培養基 0501

05 050037
bacteriological preparations for medical and

veterinary use
○

医療用及び獣医科用のバクテリア調
製剤

01B01,33D05 ○ 醫療及獸醫用細菌製劑 0501、0511

05 050038 bacterial poisons ○ 細菌性毒薬 01B01,01B02 ○ 細菌毒藥 0501

05 050039
bacterial preparations for medical and

veterinary use
○

医療用及び獣医科用のバクテリア調
製剤

01B01,33D05 ○ 醫療及獸醫用細菌製劑 0501、0511

05 050040 corn rings for the feet ○ 足部魚の目用パッド 01C01 ○ 腳用雞眼環 0505

05 050041 bath preparations for medical purposes ○ 医療用入浴剤 01B01 ○ 醫療用浴劑 0519

05 050042 salts for mineral water baths ○ 鉱泉水浴用塩類 01B01 ○ 礦泉水浴用鹽 0519

05 050043 oxygen baths ○ 酸素浴用剤 01B01 ○ 浴用氧氣 0501

05 050044 seawater for medicinal bathing ○ 医療用浴用海水 01B01 ○ 醫療浴用海水 0519

05 050045 therapeutic preparations for the bath ○ 浴用治療剤 01B01 ○ 醫療用浴劑 0519

05 050046 balsamic preparations for medical purposes ○ 医療用バルサム製剤 01B01 ○ 醫療用香膠製劑 0501

05 050049 bandages for dressings ○ 包帯 01C01 ○ 包紮繃帶 0505

05 050050 balms for medical purposes ○ 医療用バルサム 01B01 ○ 醫療用鎮痛軟膏 0501

05 050051 cattle washes [insecticides] ○ 家畜用洗浄剤（殺虫剤） 01B01 ○ 家畜殺蟲洗淨劑 0511

05 050052 biocides ○ 殺虫剤 01B01,01B02 X 生物殺菌劑 ―

05 050053 bismuth preparations for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ビスマス製剤 01B01 ○ 醫藥用鉍製劑 0501

05 050054 Goulard water ○ 希次酢酸鉛液 01B01 ○ 稀鉛醋液 0501

05 050054 lead water ○ 鉛液 01B01 ○ 鉛水 0501

05 050055 insecticides ○ 殺虫剤 01B01,01B02 ○ 殺蟲劑 0504

05 050056 charcoal for pharmaceutical purposes ○ 医薬用木炭 01B01 ○ 醫藥用碳 0501

05 050057 medicated sweets ○ 医療用砂糖菓子 01B01 ○ 醫療用糖果 0501

05 050057 medicated candies ○ 医療用あめ 01B01 ○ 醫療用糖果 0501

05 050058 medicinal mud ○ 薬用泥 01B01 ○ 醫療用泥 0501



05 050058 medicinal sediment [mud] ○ 薬用泥 01B01 ○ 醫療用沉積物 0501

05 050059 mud for baths ○ 浴剤として使用される泥 01B01 ○ 浴用泥 0519

05 050061 preparations for the treatment of burns ○ 火傷治療剤 01B01 ○ 燒傷治療藥劑 0501

05 050062 cachou for pharmaceutical purposes ○ 医薬用カテキュー 01B01 ○ 醫藥用口香糖 0501

05 050063 preparations for callouses ○ たこ治療剤 01B01 ○ 繭治療劑 0501

05 050064 calomel [fungicide] ○ 甘こう（殺菌剤） 01B01,01B02 ○ 甘汞殺菌劑 0501

05 050065 powder of cantharides ○ カンタリス粉末 01B01 ○ 乾斑蝥粉 0501

05 050066 rubber for dental purposes ○ 歯科用ゴム 01C03 ○ 牙科用橡膠 0507

05 050067 syrups for pharmaceutical purposes ○ 医薬用シロップ 01B01 ○ 醫藥用糖漿 0501

05 050068 capsules for medicines ○ 薬剤用カプセル 01C01 ○ 藥用空膠囊 0501

05 050069 pharmaceutical preparations ○ 薬剤（医薬用のもの） 01B01 ○ 藥劑 0501

05 050070 poultices ○ パップ剤 01B01 ○ 藥膏 0501

05 050072 wadding for medical purposes ○ 医療用詰綿 01C01 ○ 醫療用填棉 0505

05 050073 lint for medical purposes ○ 医療用リント布 01C01 ○ 醫療用絨布 0505

05 050074 lime-based pharmaceutical preparations ○ 石灰を主原料とする医療用薬剤 01B01 ○ 醫藥用石灰製劑 0501

05 050075 dog washes [insecticides] ○ 犬用洗浄剤（殺虫剤） 01B01 ○ 狗用洗淨劑（殺蟲劑） 0511

05 050076 repellents for dogs ○ 犬用駆虫剤 01B01 ○ 狗用驅蟲劑 0511

05 050077 chemico-pharmaceutical preparations ○ 化学的製剤 01B01 ○ 化學藥品製劑 0501

05 050079 hydrated chloral for pharmaceutical purposes ○ 医薬用抱水クロラール 01B01 ○ 醫藥用含水氯醛 0501

05 050080 chloroform ○ 薬用クロロホルム 01B01 ○ 三氯甲烷；氯仿 0501

05 050081 tobacco-free cigarettes for medical purposes ○
医療用巻たばこ（たばこの葉を用い
ていないものに限る。）

01B01 ○ 醫療用不含菸草的菸 0501

05 050082 dental cements ○ 歯科用セメント 01C03 ○ 牙科用接合劑 0507

05 050083 cement for animal hooves ○ ひづめ用セメント 01A02,01B01 ○ 動物蹄用骨水泥 0511

05 050084 molding wax for dentists ○ 歯科用の型取り用ろう 01C03 ○ 牙科齒模用蠟 0507

05 050084 moulding wax for dentists ○ 歯科用の型取り用ろう 01C03 ○ 牙科齒模用蠟 0507

05 050085 fumigating pastilles ○ くん蒸消毒剤（錠剤に限る。） 01B01,01B02 ○ 燻蒸消毒錠劑 0501

05 050085 fumigating sticks ○
くん蒸消毒剤（棒状のものに限
る。）

01B01,01B02 ○ 燻蒸消毒棒 0501

05 050086 cocaine for medical purposes ○ 医療用コカイン 01B01 ○ 醫療用古柯鹼 0501

05 050087 antiparasitic collars for animals ○ 寄生虫駆除用首輪（動物用のもの） 01B01 ○ 動物用防寄生蟲項圈 0511

05 050088 collyrium ○ 目薬 01B01 ○ 眼藥水 0501

05 050089 compresses ○ 湿布剤、圧迫ガーゼ 01B01,01C01 ○ 敷布 0505

05 050090 vitamin preparations* ○ ビタミン剤 01B01 ○ 維他命製劑* 0501、0503

05 050091
chemical conductors for electrocardiograph

electrodes
○ 心電計電極用化学導電体 01B01,01C01 ○ 心電描記器電極用化學導體 0501

05 050092 condurango bark for medical purposes ○ 医療用コンズランゴ皮 01B01 ○ 醫療用蔓皮 0501

05 050093 medicines for alleviating constipation ○ 便秘緩和薬 01B01 ○ 便秘舒緩藥劑 0501

05 050094 solutions for contact lenses ○ コンタクトレンズ用溶液 01B01 ○ 隱形眼鏡用溶液 0508

05 050095 chemical contraceptives ○ 避妊薬 01B01 ○ 避孕藥 0501

05 050096
radiological contrast substances for medical

purposes
○ 医療用放射線造影物質 01B01 ○ 醫療用放射線造影物質 0501

05 050098 corn remedies ○ 魚の目治療薬 01B01 ○ 雞眼治療藥 0501

05 050099 cotton for medical purposes ○ 医療用綿 01C01 ○ 醫療用棉 0505

05 050100 pharmaceutical preparations for treating sunburn ○ 日焼け治療用薬剤 01B01 ○ 醫藥用曬傷製劑 0501

05 050102 caustic pencils ○ 腐蝕桿剤 01B01 ○ 除疣筆 0501

05 050103 chilblain preparations ○ 凍瘡用製剤 01B01 ○ 凍瘡藥劑 0501

05 050104 haemostatic pencils ○ 止血用桿剤 01B01 ○ 止血藥筆 0501

05 050104 hemostatic pencils ○ 止血用桿剤 01B01 ○ 止血藥筆 0501

05 050105 croton bark ○ クロトン樹皮 01B01 ○ 巴豆樹皮 0501

05 050106 curare ○ クラーレ 01B01 ○ 箭毒 0501

05 050107 vaccines ○ ワクチン 01B01 ○ 疫苗 0501

05 050108 detergents for medical purposes ○ 医療用洗浄剤 01B01 ○ 醫療用洗淨劑 0501

05 050109 decoctions for pharmaceutical purposes ○ 医薬用煎剤 01B01 ○ 醫藥用煎藥 0501

05 050110 teeth filling material ○ 歯科用充てん材料 01C03 ○ 填牙材料 0507

05 050111 dental impression materials ○ 歯科用印象材 01C03 ○ 牙科用齒模材料 0507

05 050112 dental lacquer ○ 歯科用ラッカー 01C03 ○ 牙科用瓷漆 0507

05 050113 dental mastics ○ 歯科用マスチック 01C03 ○ 牙科用膠泥 0507

05 050114 dressings, medical ○ 包帯（医療用のもの） 01C01 ○ 醫療用敷料 0505

05 050115 porcelain for dental prostheses ○ 義歯用陶材 01C03 ○ 假牙用瓷料 0507

05 050116 preparations to facilitate teething ○ 歯生促進剤 01B01 ○ 促進牙齒生長製劑 0501

05 050117 depuratives ○ 浄化薬 01B01 ○ 醫療用淨化藥劑 0501

05 050118 disinfectants for hygiene purposes ○ 衛生用殺菌消毒剤 01B01 ○ 衛生用消毒劑 0504

05 050119
deodorants, other than for human beings or for

animals
○

防臭剤（人用及び動物用のものを除
く。）

01B01 ○ 非人體及動物用除臭劑 0514

05 050120 preparations for destroying mice ○ はつかねずみ駆除剤 01B01,01B02 ○ 滅鼠製劑 0504

05 050121 diabetic bread adapted for medical use ○ 糖尿病患者用パン 32F16 ○ 醫療用糖尿病患者用麵包 0503

05 050122 digestives for pharmaceutical purposes ○ 医薬用消化剤 01B01 ○ 醫藥用消化劑 0501

05 050123 digitalin ○ ジギタリン 01B01 ○ 毛地黃素 0501

05 050124 analgesics ○ 鎮痛剤 01B01 ○ 止痛劑 0501

05 050125 drugs for medical purposes ○ 薬剤（医療用のもの） 01B01 ○ 醫療用麻醉劑 0501

05 050126 medicine cases, portable, filled ○ 中味の入っている救急箱 01B01,01C01 ○ 可攜式內附藥品醫藥箱 0513

05 050127 magnesia for pharmaceutical purposes ○ 医薬用マグネシア 01B01 ○ 醫藥用氧化鎂 0501

05 050128 melissa water for pharmaceutical purposes ○ 医薬用メリッサ水 01B01 ○ 醫藥用香蜂草液 0501

05 050129 mineral waters for medical purposes ○ 医療用ミネラルウォーター 01B01 ○ 醫療用礦泉水 0501

05 050130 mineral water salts ○
ミネラルウオーター用塩類（医療用
のものに限る。）

01B01 ○ 礦泉水鹽 0501

05 050131 thermal water ○ 温泉水（医療目的のものに限る。） 01B01 ○ 溫泉水 0501

05 050132 barks for pharmaceutical purposes ○ 医薬用樹皮 01B01 ○ 醫藥用樹皮 0501

05 050133 elixirs [pharmaceutical preparations] ○ エリキシル（薬剤） 01B01 ○ 藥用酒 0501

05 050134 solvents for removing adhesive plasters ○ ばんそうこう除去用溶剤 01A01 ○ 絆創膏去除用溶劑 0501

05 050135 anticryptogamic preparations ○ アンチクリプトガミック剤 01B01 ○ 抗隱花植物製劑 0504

05 050136 vulnerary sponges ○ 外傷治療用スポンジ 01C01 ○ 外傷用藥棉 0505

05 050137 salts for medical purposes ○ 医療用塩類 01B01 ○ 醫療用鹽 0501

05 050138 esters for pharmaceutical purposes ○ 医薬用エステル 01B01 ○ 醫藥用酯 0501

05 050139 ethers for pharmaceutical purposes ○ 医薬用エーテル 01B01 ○ 醫藥用乙醚 0501

05 050140 surgical dressings ○ 外科用包帯 01C01 ○ 外科用敷料 0505

05 050141 eucalyptol for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ユーカリプトール 01B01 ○ 醫藥用桉葉油酚 0501

05 050142 eucalyptus for pharmaceutical purposes ○ 医療用ユーカリ油 01B01 ○ 醫藥用桉葉油酚 0501

05 050143 evacuants ○ 下剤 01B01 ○ 瀉藥 0501

05 050143 purgatives ○ 下剤 01B01 ○ 瀉劑 0501

05 050144 flour for pharmaceutical purposes ○ 医薬用穀粉 01B01 ○ 藥粉 0501

05 050144 meal for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ひき割り粉 01B01 ○ 藥粉 0501

05 050145 lacteal flour for babies ○ 乳幼児用粉乳 31D01 ○ 嬰兒含乳穀粉 0512

05 050146 febrifuges ○ 解熱剤 01B01 ○ 退燒藥 0501

05 050147 fennel for medical purposes ○ 医療用ういきょう 01B01 ○ 醫療用茴香 0501

05 050148 medicinal infusions ○ 医療用浸剤 01B01 ○ 浸泡藥劑 0501

05 050149 medicinal tea ○ 医療用茶 01B01 ○ 醫療用茶 0501

05 050150 cod liver oil ○ たら肝油 01B01 ○ 魚肝油 0503

05 050151 fungicides ○ 殺菌剤 01B01,01B02 ○ 殺真菌劑 0504

05 050152 nervines ○ 神経作用剤 01B01 ○ 神經鎮定劑 0501

05 050153 guaiacol for pharmaceutical purposes ○ 医薬用グアヤコール 01B01 ○ 醫藥用癒創木酚 0501

05 050154 anthelmintics ○ 駆虫剤 01B01 X 驅蠕蟲藥 ―

05 050154 vermifuges ○ 虫下し 01B01 X 驅蠕蟲藥 ―

05 050155 gauze for dressings ○ 包帯用ガーゼ 01C01 ○ 包紮用紗布 0505

05 050156 laxatives ○ 緩下剤 01B01 ○ 輕瀉藥 0501

05 050157 gelatine for medical purposes ○ 医療用ゼラチン 01B01 ○ 醫療用凝膠 0501

05 050158 gentian for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ゲンチアナ 01B01 ○ 醫藥用龍膽 0501

05 050159 germicides ○ 殺菌剤 01B01,01B02 ○ 殺菌劑 0501

05 050160 glycerophosphates ○ グリセロりん酸塩 01B01 ○ 甘油磷酸 0501

05 050161 gum for medical purposes ○ 医療用ゴム 01C01 ○ 醫療用膠 0505

05 050162 flaxseed for pharmaceutical purposes ○ 医薬用亜麻仁 01B01 ○ 醫藥用亞麻仁 0501

05 050162 linseed for pharmaceutical purposes ○ 医薬用亜麻仁 01B01 ○ 醫藥用亞麻仁 0501

05 050163 greases for medical purposes ○ 医療用油脂 01B01 ○ 醫療用油脂 0501

05 050164 greases for veterinary purposes ○ 獣医科用油脂 01B01 ○ 獸醫用油脂 0511

05 050165 milking grease ○ ミルキング用グリース 01B01 ○ 擠奶用潤滑油 0501



05 050166
chemical preparations for the diagnosis of

pregnancy
○ 妊娠診断用化学剤 01B01 ○ 驗孕化學試劑 0501

05 050167 medicinal oils ○ 医療用油 01B01 ○ 醫療用油 0501

05 050168 haematogen ○ 造血剤 01B01 ○ 造血劑 0501

05 050168 hematogen ○ 血液原 01B01 ○ 造血劑 0501

05 050169 haemoglobin ○ ヘモグロビン 01B01 ○ 血紅素 0501

05 050169 hemoglobin ○ ヘモグロビン 01B01 ○ 血紅素 0501

05 050170 medicinal herbs ○ 薬草 01B01 ○ 藥草 0501

05 050171 hormones for medical purposes ○ 医療用ホルモン 01B01 ○ 醫療用荷爾蒙 0501

05 050172 mustard oil for medical purposes ○ 医療用からし油 01B01 ○ 醫療用芥末油 0501

05 050174 hydrastine ○ ヒドラスチン 01B01 ○ 白毛良鹼 0501

05 050175 hydrastinine ○ ヒドラスチニン 01B01 ○ 白毛良分鹼 0501

05 050176 absorbent cotton ○ 脱脂綿 01C01 ○ 脫脂棉 0505

05 050176 absorbent wadding ○ 脱脂綿 01C01 ○ 吸收性填料 0505

05 050177 semen for artificial insemination ○ 人工受精用精液 33D05 ○ 人工授精用精液 0501

05 050178 insect repellents ○ 防虫剤 01B01,01B02 ○ 驅蚊蟲劑 0504

05 050179 tincture of iodine ○ ヨードチンキ 01B01 ○ 碘酒 0501

05 050180 peptones for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ペプトン 01B01 ○ 醫藥用消化蛋白 0501

05 050181 iodoform ○ ヨードホルム 01B01 ○ 碘仿；三碘甲烷 0501

05 050182 Irish moss for medical purposes ○ 医療用アイルランドこけ 01B01 ○ 醫療用鹿角菜 0501

05 050183 jalap ○ ヤラッパ 01B01 ○ 球根牽牛瀉藥 0501

05 050184 jujube, medicated ○ 医療用ナツメあめ 01B01 ○ 藥浸棗 0501

05 050185 liquorice for pharmaceutical purposes ○ 医薬用甘草 01B01 ○ 醫藥用甘草 0501

05 050186 tobacco extracts [insecticides] ○ たばこエキス（殺虫剤） 01B01,01B02 ○ 菸草萃取殺蟲劑 0504

05 050187 milk ferments for pharmaceutical purposes ○ 乳酸発酵用酵素（医薬用のもの） 01A01,01B01 ○ 醫藥用酵素乳劑 0501

05 050188 malted milk beverages for medical purposes ○ 医療用麦芽乳飲料 01B01 ○ 醫療用麥芽乳飲品 0501

05 050189 animal washes [insecticides] ○ 動物用洗浄剤（殺虫剤） 01B01 ○ 動物用殺蟲洗淨劑 0511

05 050190 flaxseed meal for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ひき割り亜麻仁 01B01 ○ 醫藥用亞麻仁粉 0501

05 050190 linseed meal for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ひき割り亜麻仁 01B01 ○ 醫藥用亞麻仁粉 0501

05 050191 lotions for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ローション剤 01B01 ○ 外用藥水 0501

05 050192 lactose for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ラクトース 01B01 ○ 醫藥用乳糖 0501

05 050192 milk sugar for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ラクトース 01B01 ○ 醫藥用乳糖 0501

05 050193 larvae exterminating preparations ○ 幼虫駆除剤 01B01,01B02 ○ 幼蟲消滅製劑 0504

05 050194 yeast for pharmaceutical purposes ○ 医薬用酵母 01B01 ○ 醫藥用酵母菌 0501

05 050195 slug exterminating preparations ○ なめくじ駆除剤 01B01,01B02 ○ 除蛞蝓製劑 0504

05 050196 liniments ○ 塗布薬 01B01 ○ 擦劑 0501

05 050197 lupulin for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ルプリン 01B01 ○ 醫藥用蛇麻素 0501

05 050198 chewing gum for medical purposes ○ 医療用チューインガム 01B01 ○ 醫療用口香糖 0501

05 050199 mangrove bark for pharmaceutical purposes ○ 医薬用マングローブ樹皮 01B01 ○ 醫藥用紅樹皮 0501

05 050200 menstruation knickers ○ 生理用パンティ 01C01 ○ 生理期用褲 0517

05 050200 sanitary knickers ○ 生理用パンティ 01C01 ○ 生理期用褲 0517

05 050200 sanitary panties ○ 生理用パンティ 01C01 ○ 生理期用褲 0517

05 050200 sanitary pants ○ 生理用パンティ 01C01 ○ 生理期用褲 0517

05 050201 mint for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ミント 01B01 ○ 醫藥用薄荷 0501

05 050202 chemical preparations for treating mildew ○ うどん粉病治療用化学剤 01B02 ○ 治療黴菌用化學製劑 0504

05 050203 malt for pharmaceutical purposes ○ 医薬用麦芽 01B01 ○ 醫藥用麥芽 0501

05 050204 herbicides ○ 除草剤 01B02 ○ 除草劑 0504

05 050204 preparations for destroying noxious plants ○ 除草剤 01B02 ○ 除草劑 0504

05 050204 weedkillers ○ 除草剤 01B02 ○ 除草劑 0504

05 050205 sulfur sticks [disinfectants] ○ 棒状硫黄（消毒剤） 01B01,01B02 ○ 棒狀硫磺消毒劑 0501

05 050207 pomades for medical purposes ○ 医療用軟膏 01B01 ○ 醫療用髮油 0519

05 050208 tinctures for medical purposes ○ 医療用チンキ剤 01B01 ○ 醫療用酊 0501

05 050209 serums for medical purposes ○ 医療用血清 01B01 ○ 醫療用血清 0501

05 050210 menthol ○ 薬用メントール 01B01 ○ 薄荷腦 0501

05 050211 mercurial ointments ○ 水銀軟膏 01B01 ○ 汞軟膏 0501

05 050212 nutritive substances for microorganisms ○ 微生物用栄養物質 01B01 ○ 微生物用營養物質 0501

05 050213
cultures of microorganisms for medical or

veterinary use
○ 医療用又は獣医科用の培養微生物 01B01,33D05 ○ 醫療或獸醫用微生物培養劑 0501、0511

05 050214 lozenges for pharmaceutical purposes ○ 医薬用トローチ 01B01 ○ 藥錠 0501

05 050214 pastilles for pharmaceutical purposes ○ 医薬用トローチ 01B01 ○ 藥錠 0501

05 050216 rat poison ○ 殺そ剤 01B01,01B02 ○ 滅鼠藥 0504

05 050217 fly catching adhesives ○ はえ取り用粘着剤 19B30 ○ 捕蠅膠 0510

05 050217 fly glue ○ はえ取り用にかわ 19B30 ○ 捕蠅膠 0510

05 050218 fly destroying preparations ○ はえ駆除剤 01B01 ○ 殺蒼蠅製劑 0504

05 050219 mustard for pharmaceutical purposes ○ 医薬用からし 01B01 ○ 醫藥用芥末 0501

05 050220 lotions for veterinary purposes ○ 獣医科用ローション剤 01B01 ○ 獸醫用外用藥水 0511

05 050221 myrobalan bark for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ミロバラン樹皮 01B01 ○ 醫藥用欖仁樹皮 0501

05 050222 chemical preparations for treating wheat blight ○ 焼枯れ病治療用化学剤 01B02 ○ 治療枯葉病用化學製劑 0504

05 050222 chemical preparations for treating wheat smut ○ ムギ黒穂病治療用化学剤 01B02 ○ 治療黑穗病用化學製劑 0504

05 050223 narcotics ○ 麻薬 01B01 ○ 麻醉劑 0501

05 050224 smelling salts ○ かぎ薬 01B01 ○ 嗅鹽 0501

05 050225 ointments for pharmaceutical purposes ○ 医薬用軟膏 01B01 ○ 藥膏 0501

05 050226 opiates ○ あへん剤 01B01 ○ 鴉片藥劑 0501

05 050227 opium ○ あへん 01B01 ○ 鴉片藥劑 0501

05 050228 opodeldoc ○ オポデルドック 01B01 ○ 肥皂樟腦擦劑 0501

05 050229 opotherapy preparations ○ 臓器療法剤 01B01 ○ 器官療法製劑 0501

05 050229 organotherapy preparations ○ 臓器療法用薬剤 01B01 ○ 器官療法製劑 0501

05 050230 dental amalgams of gold ○ 歯科用金アマルガム 01C03 ○ 牙科用金汞合金 0507

05 050231 pectin for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ペクチン 01B01 ○ 醫藥用膠 0501

05 050232 menstruation tampons ○ 生理用タンポン 01C01 ○ 生理期用棉塞 0506

05 050232 sanitary tampons ○ 生理用タンポン 01C01 ○ 衛生棉條 0506

05 050234 sanitary napkins ○ 生理用ナプキン 01C01 ○ 衛生棉 0506

05 050234 sanitary pads ○ 生理用ナプキン 01C01 ○ 衛生棉 0506

05 050234 sanitary towels ○ 生理用ナプキン 01C01 ○ 衛生棉 0506

05 050236 phenol for pharmaceutical purposes ○ 医薬用フェノール 01B01 ○ 醫藥用酚 0501

05 050237 paper for mustard plasters ○ からし硬膏用紙 01C01 ○ 芥末膏藥用紙 0501

05 050237 paper for mustard poultices ○ からし湿布用紙 01C01 ○ 芥末膏藥用紙 0501

05 050238 parasiticides ○ 駆虫剤 01B01 ○ 殺寄生蟲劑 0511

05 050239 pharmaceutical preparations for skin care ○ 外皮用薬剤 01B01 ○ 皮膚用藥劑 0501

05 050240 herbal teas for medicinal purposes ○ 医療用薬草茶 01B01 ○ 醫療用草藥茶 0501

05 050241
pharmaceutical preparations for treating

dandruff
○ ふけ発生抑止剤 01B01 ○ 頭皮屑治療藥劑 0501

05 050242 pepsins for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ペプシン 01B01 ○ 醫藥用胃液素 0501

05 050243 cachets for pharmaceutical purposes ○ 医薬用カシェ剤 01B01 ○ 醫藥用膠囊 0501

05 050244 first-aid boxes, filled ○ 中味の入っている救急箱 01B01,01C01 ○ 內附藥品醫藥箱 0513

05 050245 phosphates for pharmaceutical purposes ○ 医薬用りん酸塩 01B01 ○ 醫藥用磷酸鹽 0501

05 050246 chemical preparations for treating phylloxera ○ ねあぶら虫処理用化学剤 01B02 ○ 除葡萄蚜蟲用化學製劑 0504

05 050247 remedies for foot perspiration ○ 足用制汗剤 01B01 ○ 足汗治療劑 0501

05 050248 blood plasma ○ 血しょう 01B01 ○ 血漿 0501

05 050249 poisons ○ 毒薬 01B01,01B02 ○ 毒藥 0501

05 050251 potassium salts for medical purposes ○ 医療用カリウム塩 01B01 ○ 醫療用鉀鹽 0501

05 050252 pyrethrum powder ○ 除虫菊の粉末 01B01,01B02 ○ 除蟲菊粉 0504

05 050253 quebracho for medical purposes ○ 医療用ケブラチョ 01B01 ○ 醫療用白堅木 0501

05 050254 quassia for medical purposes ○ 医療用苦木 01B01 ○ 醫療用苦木 0501

05 050255 cinchona for medical purposes ○ 医療用キナ皮 01B01 ○ 醫療用金雞納樹皮 0501

05 050255 quinquina for medical purposes ○ 医療用キナ皮 01B01 ○ 醫療用奎寧樹皮 0501

05 050256 quinine for medical purposes ○ 医療用キニーネ 01B01 ○ 醫療用奎寧 0501

05 050257 chinoline for medical purposes ○ 医療用キノリン 01B01 ○ 醫療用哇琳 0501

05 050258 radioactive substances for medical purposes ○ 医療用放射性物質 01B01 ○ 醫療用放射性物質 0501

05 050259 radium for medical purposes ○ 医療用ラジウム 01B01 ○ 醫療用鐳 0501

05 050260 medicinal roots ○ 薬用根 01B01 ○ 醫療用根莖 0501

05 050261 rhubarb roots for pharmaceutical purposes ○ 医薬用大黄根 01B01 ○ 醫藥用大黃根 0501

05 050262 tonics [medicines] ○ 強壮薬 01B01 ○ 補藥 0501

05 050263 bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes ○ 医薬用次硝酸ビスマス 01B01 ○ 醫藥用亞硝酸鉍 0501

05 050264 sarsaparilla for medical purposes ○ 医療用サルサパリラ 01B01 ○ 醫療用撒爾沙根 0501

05 050265 blood for medical purposes ○ 医療用血液 01B01 ○ 醫療用血液 0501

05 050266 leeches for medical purposes ○ 医療用蛭 33D02 ○ 醫療用水蛭 0501



05 050267 scapulars for surgical purposes ○ 外科用肩甲包帯 01C01 ○ 外科肩胛包紮用繃帶 0505

05 050268 sedatives ○ 鎮静剤 01B01 ○ 鎮靜劑 0501

05 050268 tranquillizers ○ 精神安定剤 01B01 ○ 鎮靜劑 0501

05 050269 ergot for pharmaceutical purposes ○ 医薬用麦角 01B01 ○ 醫藥用麥角 0501

05 050270 serotherapeutic medicines ○ 血清療法用薬剤 01B01 ○ 血清療法用藥劑 0501

05 050271 mustard plasters ○ からし硬膏剤 01B01 ○ 芥末膏藥 0501

05 050271 mustard poultices ○ からし湿布剤 01B01 ○ 芥末膏藥 0501

05 050272 soil-sterilizing preparations ○ 土壌殺菌剤 01B02 ○ 土壤殺菌製劑 0504

05 050272 soil-sterilising preparations ○ 土壌殺菌剤 01B02 ○ 土壤殺菌製劑 0504

05 050273 soporifics ○ 催眠剤 01B01 ○ 安眠藥 0501

05 050274 sodium salts for medical purposes ○ 医療用ナトリウム塩 01B01 ○ 醫療用鈉鹽 0501

05 050275 sterilizing preparations ○ 殺菌剤 01B01,01B02 ○ 殺菌劑 0501

05 050275 sterilising preparations ○ 殺菌剤 01B01,01B02 ○ 殺菌劑 0501

05 050276 strychnine ○ ストリキニーネ 01B01 ○ 興奮劑 0501

05 050277 styptic preparations ○ 収れん剤 01B01 ○ 止血製劑 0501

05 050278 sugar for medical purposes ○ 医療用糖 01B01 ○ 醫療用糖 0501

05 050279 sulfonamides [medicines] ○ スルホンアミド（薬剤） 01B01 ○ 磺胺類藥劑 0501

05 050280 suppositories ○ ざ薬 01B01 ○ 栓劑 0501

05 050281 tartar for pharmaceutical purposes ○ 医薬用酒石 01B01 ○ 醫藥用酒石 0501

05 050282 turpentine for pharmaceutical purposes ○ 医薬用テレビン油 01B01 ○ 醫藥用松節油 0501

05 050283 oil of turpentine for pharmaceutical purposes ○ 医薬用テレビン油 01B01 ○ 醫藥用松節油 0501

05 050284 thymol for pharmaceutical purposes ○ 医薬用チモール 01B01 ○ 醫藥用麝香草酚 0501

05 050285 remedies for perspiration ○ 制汗剤 01B01 ○ 止汗藥劑 0501

05 050286 mothproof paper ○ 防虫紙 25A01 ○ 防蛀蟲紙 0510

05 050286 mothproofing paper ○ 防虫紙 25A01 ○ 防蛀蟲紙 0510

05 050287 veterinary preparations ○ 獣医科用剤 01B01 ○ 獸用藥劑 0511

05 050288
chemical preparations for treating diseases

affecting vine plants
○

つる植物に影響を与える疾患の治療
用化学剤

01B02 ○ 治療葡萄樹病用化學製劑 0504

05 050289 preparations for destroying vermin ○ 有害動物駆除剤 01B01,01B02 ○ 害蟲消滅製劑 0504

05 050290 vesicants ○ 発疱剤 01B01 ○ 發泡藥劑 0501

05 050291 acetates for pharmaceutical purposes ○ 医薬用酢酸塩 01B01 ○ 醫藥用醋酸鹽 0501

05 050292 acids for pharmaceutical purposes ○ 医薬用酸類 01B01 ○ 醫藥用酸類 0501

05 050294 adhesive tapes for medical purposes ○ 医療用接着テープ 01C01 ○ 醫療用膠帶 0505

05 050296 alkaloids for medical purposes ○ 医療用アルカロイド 01B01 ○ 醫療用生物鹼 0501

05 050297 dietetic foods adapted for medical purposes ○ 食餌療法用食品 32F16 ○ 醫療用食療食品 0503

05 050298 food for babies ○ 乳児用食品 32F17 ○ 嬰兒食品 0512

05 050299 aluminium acetate for pharmaceutical purposes ○ 医薬用酢酸アルミニウム 01B01 ○ 醫藥用醋酸鋁 0501

05 050300 almond milk for pharmaceutical purposes ○ 医薬用アーモンド乳剤 01B01 ○ 醫藥用杏仁乳劑 0501

05 050301 sunburn ointments ○ 日焼け治療用軟膏 01B01 ○ 曬傷藥膏 0501

05 050302 bath salts for medical purposes ○ 医療用バスソルト 01B01 ○ 醫療用浴鹽 0519

05 050303 stick liquorice for pharmaceutical purposes ○ 医薬用棒状甘草 01B01 ○ 醫藥用甘草 0501

05 050304 bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes ○ 医薬用重炭酸ソーダ 01B01 ○ 醫藥用碳酸氫鈉 0501

05 050305 biological preparations for medical purposes ○ 医療用生物学的製剤 01B01 ○ 醫療用生物製劑 0501

05 050306 bromine for pharmaceutical purposes ○ 医薬用臭素 01B01 ○ 醫藥用溴 0501

05 050307 dietetic beverages adapted for medical purposes ○ 食餌療法用飲料 32F16 ○ 醫療用食療飲品 0503

05 050308 camphor oil for medical purposes ○ 医療用しょうのう油 01B01 ○ 醫療用樟腦油 0501

05 050309 camphor for medical purposes ○ 医療用カンフル 01B01 ○ 醫療用樟腦 0501

05 050310 crystallized rock sugar for medical purposes ○ 医療用の結晶化した氷砂糖 01B01 ○ 醫療用結晶冰糖 0501

05 050311 carbolineum [parasiticide] ○ カーボリニウム（虫下し） 01B01 ○ 殺寄生蟲用焦油 0504

05 050312 algicides ○ アルジサイド 01B01,01B02 ○ 除藻劑 0504

05 050313 lecithin for medical purposes ○ 医療用レシチン 01B01 ○ 醫療用卵磷脂 0501

05 050314 gases for medical purposes ○ 医療用ガス 01B01 ○ 醫療用氣體 0501

05 050315 panty liners [sanitary] ○ パンティライナー（生理用のもの） 01C01 ○ 衛生護墊 0506

05 050316 royal jelly for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ローヤルゼリー 01B01 ○ 醫藥用蜂王漿 0501

05 050317 medical preparations for slimming purposes ○ 痩身用薬剤 01B01 ○ 減肥用醫療製劑 0501

05 050318 cellulose esters for pharmaceutical purposes ○ 医薬用セルロースエステル 01B01 ○ 醫藥用纖維素酯 0501

05 050319 caustics for pharmaceutical purposes ○ 医薬用腐蝕剤 01B01 ○ 醫藥用腐蝕劑 0501

05 050320 cellulose ethers for pharmaceutical purposes ○ 医薬用セルロースエーテル 01B01 ○ 醫藥用纖維素醚 0501

05 050321
by-products of the processing of cereals for

dietetic or medical purposes
○

穀類の処理工程における副産物（食
餌用又は医療用のもの）

01B01,32F15 ○ 食療用穀物處理過程的副產物 0503

05 050323
chemical preparations for pharmaceutical

purposes
○ 医薬用化学剤 01B01 ○ 醫藥用化學製劑 0501

05 050324 collodion for pharmaceutical purposes ○ 医薬用コロジオン 01B01 ○ 醫藥用火棉膠劑 0501

05 050325 cream of tartar for pharmaceutical purposes ○ 医薬用酒石酸水素カリウム 01B01 ○ 醫藥用酒石 0501

05 050326 creosote for pharmaceutical purposes ○ 医薬用クレオソート 01B01 ○ 醫藥用雜酚油 0501

05 050327 medicines for dental purposes ○ 歯科用薬剤 01B01 ○ 牙科用藥 0501

05 050328 medicines for human purposes ○ 薬剤（人用のもの） 01B01 ○ 人體用藥品 0501

05 050329 medicines for veterinary purposes ○ 獣医科用薬剤 01B01 ○ 獸醫用藥 0511

05 050330 diagnostic preparations for medical purposes ○ 医療用診断剤 01B01 ○ 醫療用診斷製劑 0501

05 050331 glycerine for medical purposes ○ 医療用グリセリン 01B01 ○ 醫療用甘油 0501

05 050332 medicinal drinks ○ 薬用内服液 01B01 ○ 醫療用口服液 0501

05 050333 ferments for pharmaceutical purposes ○ 医薬用酵素 01A01,01B01 ○ 醫藥用酵素 0501

05 050334 flowers of sulfur for pharmaceutical purposes ○ 医薬用硫黄華 01B01 ○ 醫藥用硫黃華 0501

05 050335 formic aldehyde for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ホルムアルデヒド 01B01 ○ 醫藥用甲醛 0501

05 050336 smoking herbs for medical purposes ○ 医療用喫煙薬草 01B01 ○ 醫療用煙薰藥草 0501

05 050337 fumigation preparations for medical purposes ○ 医療用くん蒸消毒剤 01B01 ○ 醫療用燻蒸消毒製劑 0501

05 050338 gallic acid for pharmaceutical purposes ○ 医薬用没食子酸 01B01 ○ 醫藥用沒食子酸 0501

05 050339 petroleum jelly for medical purposes ○ 医療用ワセリン 01B01 ○ 醫療用凡士林 0501

05 050340 glucose for medical purposes ○ 医療用グルコース 01B01 ○ 醫療用葡萄糖 0501

05 050341 gamboge for medical purposes ○ 医療用ガンボージ 01B01 ○ 醫療用藤黃 0501

05 050342 gurjun balsam for medical purposes ○ 医療用グルユンバルサム 01B01 ○ 醫療用龍腦香膏 0501

05 050343 extracts of hops for pharmaceutical purposes ○ 医薬用ホップエキス 01B01 ○ 醫藥用蛇麻子精 0501

05 050344 castor oil for medical purposes ○ 医療用ひまし油 01B01 ○ 醫療用篦麻油 0501

05 050345 hydrogen peroxide for medical purposes ○ 医療用過酸化水素 01B01 ○ 醫療用過氧化氫 0501

05 050346 iodine for pharmaceutical purposes ○ 医薬用よう素 01B01 ○ 醫藥用碘 0501

05 050347 iodides for pharmaceutical purposes ○ 医薬用よう化物 01B01 ○ 醫藥用碘化物 0501

05 050348 alkaline iodides for pharmaceutical purposes ○ 医薬用アルカリ金属よう化物 01B01 ○ 醫藥用碘化鹼 0501

05 050349 isotopes for medical purposes ○ 医療用アイソトープ 01B01 ○ 醫療用同位素 0501

05 050350 dietetic substances adapted for medical use ○ 食餌療法用食品・飲料・薬剤 01B01,32F16 ○ 醫療用食療品 0503

05 050351 diapers for incontinence ○ 失禁用おむつ 17A10 ○ 失禁用尿布 0516

05 050361 biological preparations for veterinary purposes ○ 獣医科用生物学的製剤 01B01 ○ 獸醫用生物製劑 0511

05 050362 chemical preparations for medical purposes ○ 医療用化学剤 01B01 ○ 醫療用化學製劑 0501

05 050363 chemical preparations for veterinary purposes ○ 獣医科用化学剤 01B01 ○ 獸醫用化學製劑 0511

05 050364
chemical reagents for medical or veterinary

purposes
○ 医療用又は獣医科用の化学試薬 01B01 ○ 醫療或獸醫用化學試藥 0501、0511

05 050365 contact lens cleaning preparations ○ コンタクトレンズ用洗浄剤 01B01 ○ 隱形眼鏡清潔製劑 0508

05 050366 diastase for medical purposes ○ 医療用ジアスターゼ 01B01 ○ 醫療用酵素 0501

05 050367 dietary fiber ○ 食物繊維 32F15,32X99 ○ 纖維膳食補充品 0503

05 050367 dietary fibre ○ 食物繊維 32F15,32X99 ○ 纖維膳食補充品 0503

05 050368 enzymes for medical purposes ○ 医療用酵素 01A01,01B01 ○ 醫療用酵素 0501

05 050369 enzymes for veterinary purposes ○ 獣医科用酵素 01A01,01B01 ○ 獸醫用酵素 0511

05 050370 enzyme preparations for medical purposes ○ 医療用酵素剤 01B01 ○ 醫療用酵素製劑 0501

05 050371 enzyme preparations for veterinary purposes ○ 獣医科用酵素剤 01B01 ○ 獸醫用酵素製劑 0511

05 050372 pants, absorbent, for incontinence ○ 失禁用吸収性パンツ 17A10 ○ 失禁用尿褲 0516



05 050373 siccatives [drying agents] for medical purposes ○ 医療用乾燥剤 01B01 ○ 醫療用催乾劑 0501

05 050374 tissues impregnated with pharmaceutical lotions ○
ティッシュに浸み込ませた医薬用
ローション剤

01B01 ○ 浸有藥水的紗布 0505

05 050375
preparations of trace elements for human and

animal use
○ 人用及び動物用の微量元素製剤 01B01 ○ 人用及動物用微量元素製劑 0501、0511

05 050376 amino acids for medical purposes ○ 医療用アミノ酸 01B01 ○ 醫療用胺基酸 0501

05 050377 amino acids for veterinary purposes ○ 獣医科用アミノ酸 01B01 ○ 獸醫用胺基酸 0511

05 050378 breast-nursing pads ○ 胸当てパッド 01C01 ○ 哺乳用墊 0518

05 050379 cedar wood for use as an insect repellent ○ 防虫用シダー材 01B01 ○ 驅蚊蟲用雪松木 0504

05 050380 disinfectants for chemical toilets ○ 化学処理式トイレ用消毒剤 01B01 ○ 移動式廁所用消毒劑 0504

05 050381 fish meal for pharmaceutical purposes ○ 医薬用魚粉 01B01 ○ 醫藥用魚粉 0501

05 050382 mineral dietary supplements ○
ミネラルを主原料とする栄養補助食
品

32F15 ○ 礦物質膳食補充品 0503

05 050383 mouthwashes for medical purposes ○ 医療用口腔洗浄液 01B01 ○ 醫療用漱口水 0520

05 050384 nutritional supplements ○ 栄養補助食品 32F15 ○ 營養補充品 0503

05 050385
bone cement for surgical and orthopaedic

purposes
○ 外科用又は整形外科用骨接合剤 01B01 ○ 外科或整形外科用骨水泥 0501

05 050385 bone cement for surgical and orthopedic purposes ○ 外科用又は整形外科用骨接合剤 01B01 ○ 外科或整形外科用骨水泥 0501

05 050386 insect repellent incense ○ 虫除け用線香 01B01 ○ 驅蟲線香 0504

05 050387 acaricides ○ ダニ駆除剤 01B01,01B02 ○ 殺蜱蟲劑 0511

05 050388 antibiotics ○ 医薬用抗生物質 01B01 ○ 抗生素 0501

05 050389 appetite suppressants for medical purposes ○ 医療用食欲抑制剤 01B01 ○ 醫療用食慾抑制劑 0501

05 050390 bronchodilating preparations ○ 気管支拡張剤 01B01 ○ 支氣管擴張製劑 0501

05 050391 bunion pads ○ 外反母趾用パッド 01C01 ○ 拇趾黏液囊腫大襯墊 0505

05 050392 moleskin for medical purposes ○ 医療用モールスキン（脚用包帯布） 01C01 ○ 醫療用毛氈棉質膠布 0505

05 050393 vaginal washes for medical purposes ○ 医療用の膣洗浄剤 01B01 ○ 醫療用陰道洗淨劑 0501

05 050394 medicinal hair growth preparations ○ 医療用育毛刺激剤 01B01 ○ 醫療用促進毛髮生長製劑 0501

05 050395 steroids ○ ステロイド 01B01 ○ 類固醇 0501

05 050396 adjuvants for medical purposes ○ 医療用アジュバント（補助剤） 01B01 ○ 醫療用佐藥 0501

05 050397 surgical implants comprised of living tissues ○ 生組織から成る外科用インプラント 10D01 ○ 外科植入活組織 0501

05 050398 eyepatches for medical purposes ○ 医療用眼帯 01C01 ○ 醫療用眼罩 0505

05 050399 oxygen for medical purposes ○ 医療用酸素 01B01 ○ 醫療用氧 0501

05 050400 deodorants for clothing and textiles ○ 衣服用及び織物用の防臭剤 01B01 ○ 衣服和紡織品用除臭劑 0514

05 050401 air deodorizing preparations ○ 空気脱臭剤 01B01 ○ 空氣除臭劑 0514

05 050401 air deodorising preparations ○ 空気脱臭剤 01B01 ○ 空氣除臭劑 0514

05 050402 douching preparations for medical purposes ○ 医療用膣洗浄剤 01B01 ○ 醫療用灌洗劑 0501

05 050403 stem cells for medical purposes ○ 医療用幹細胞 01B01 ○ 醫療用幹細胞 0501

05 050404 stem cells for veterinary purposes ○ 獣医科用幹細胞 01B01 ○ 獸醫用幹細胞 0511

05 050405 biological tissue cultures for medical purposes ○ 医療用の生物学的培養組織 01B01 ○ 醫療用生物組織培養劑 0501

05 050406
biological tissue cultures for veterinary

purposes
○ 獣医科用の生物学的培養組織 01B01 ○ 獸醫用生物組織培養劑 0511

05 050407 cooling sprays for medical purposes ○ スプレー式冷却用薬剤 01B01 ○ 醫療用冷卻噴霧 0501

05 050408 personal sexual lubricants ○ 身体用性的潤滑剤 01B01 ○ 個人用性交潤滑劑 0501

05 050409
aloe vera preparations for pharmaceutical

purposes
○ 医薬用アロエベラ剤 01B01 ○ 醫藥用蘆薈製劑 0501

05 050410 pearl powder for medical purposes ○ 医療用真珠粉末 01B01 ○ 醫療用珍珠粉 0501

05 050411 preparations for reducing sexual activity ○ 性的活動低減剤 01B01 ○ 性慾抑制劑 0501

05 050412 babies' diapers ○ 乳児用おむつ 17A10 ○ 嬰兒用尿布 0516

05 050412 babies' nappies ○ 乳児用おむつ 17A10 ○ 嬰兒用紙尿布 0516

05 050413 babies' diaper-pants ○ 乳児用のパンツ式おむつ 17A10 ○ 嬰兒用尿褲 0516

05 050413 babies' nappy-pants ○ 乳児用のパンツ式おむつ 17A10 ○ 嬰兒用紙尿褲 0516

05 050414 medicated eye-washes ○ 医療用洗眼剤 01B01 ○ 醫療用洗眼劑 0501

05 050415 appetite suppressant pills ○ 食欲抑制用薬剤・栄養補助食品 01B01,32F15 ○ 食慾抑制用藥 0501

05 050416 slimming pills ○ 痩身用薬剤・栄養補助食品 01B01,32F15 ○ 減肥藥 0501

05 050417 tanning pills ○ 日焼け用薬剤・栄養補助食品 01B01,32F15 ○ 曬黑用藥 0501

05 050418 antioxidant pills ○ 抗酸化用薬剤・栄養補助食品 01B01,32F15 ○ 抗氧化用藥 0501

05 050419 dietary supplements for animals ○
動物用サプリメント（薬剤に属する
ものを除く。）

33B01 ○ 動物用膳食補充品 0511

05 050420 albumin dietary supplements ○
アルブミンを主原料とする栄養補助
食品

32F15 ○ 白蛋白膳食補充品 0503

05 050421 flaxseed dietary supplements ○ 亜麻仁を主原料とする栄養補助食品 32F15 ○ 亞麻仁膳食補充品 0503

05 050421 linseed dietary supplements ○ 亜麻仁を主原料とする栄養補助食品 32F15 ○ 亞麻仁膳食補充品 0503

05 050422 flaxseed oil dietary supplements ○
亜麻仁油を主原料とする栄養補助食
品

32F15 ○ 亞麻仁油膳食補充品 0503

05 050422 linseed oil dietary supplements ○
亜麻仁油を主原料とする栄養補助食
品

32F15 ○ 亞麻仁油膳食補充品 0503

05 050423 wheat germ dietary supplements ○
小麦胚芽を主原料とする栄養補助食
品

32F15 ○ 小麥胚芽膳食補充品 0503

05 050424 yeast dietary supplements ○ 酵母を主原料とする栄養補助食品 32F15 ○ 酵母膳食補充品 0503

05 050425 royal jelly dietary supplements ○
ローヤルゼリーを主原料とする栄養
補助食品

32F15 ○ 蜂王漿膳食補充品 0503

05 050426 propolis for pharmaceutical purposes ○ 医薬用プロポリス 01B01 ○ 醫藥用蜂膠 0501

05 050427 propolis dietary supplements ○
プロポリスを主原料とする栄養補助
食品

32F15 ○ 蜂膠膳食補充品 0503

05 050428 pollen dietary supplements ○ 花粉を主原料とする栄養補助食品 32F15 ○ 花粉膳食補充品 0503

05 050429 enzyme dietary supplements ○ 酵素を主原料とする栄養補助食品 32F15 ○ 酵素膳食補充品 0503

05 050430 glucose dietary supplements ○
グルコースを主原料とする栄養補助
食品

32F15 ○ 葡萄糖膳食補充品 0503

05 050431 lecithin dietary supplements ○
レシチンを主原料とする栄養補助食
品

32F15 ○ 卵磷脂膳食補充品 0503

05 050432 alginate dietary supplements ○
アルギン酸塩を主原料とする栄養補
助食品

32F15 ○ 藻酸鹽膳食補充品 0503

05 050433 alginates for pharmaceutical purposes ○ 医薬用アルギン酸塩 01B01 ○ 醫療用藻酸鹽 0501

05 050434 casein dietary supplements ○
カゼインを主原料とする栄養補助食
品

32F15 ○ 酪蛋白膳食補充品 0503

05 050435 protein dietary supplements ○
プロテインを主原料とする栄養補助
食品

32F15 ○ 蛋白質膳食補充品 0503

05 050436 protein supplements for animals ○

プロテインを主原料とする動物用の
栄養補助用飼料添加物（薬剤に属す
るものを除く。）

33B01 ○ 動物用蛋白質營養補充品 0511

05 050437 reagent paper for medical purposes ○ 医療用試験紙 01B01 ○ 醫療用試紙 0501

05 050438 alcohol for pharmaceutical purposes ○ 医薬用アルコール 01B01 ○ 醫藥用酒精 0501

05 050439 pesticides ○ 殺虫剤 01B01,01B02 ○ 殺蟲劑 0504

05 050440 diapers for pets ○ ペット用おむつ 19B33 ○ 寵物用紙尿布 0516

05 050441 disinfectants ○ 消毒剤 01B01,01B02 ○ 消毒劑 0501

05 050442 surgical glues ○ 外科用接着剤 01B01 ○ 外科用醫療黏膠 0505

05 050443
diagnostic biomarker reagents for medical

purposes
○ 医療診断用バイオマーカー試薬 01B01 ○ 醫療用生物標記診斷試劑 0501

05 050444 acne treatment preparations ○ にきび治療剤 01B01 ○ 治療粉刺製劑 0501

05 050445 medicated animal feed ○ 医療用飼料（薬剤） 01B01 ○ 藥用動物飼料添加劑 0511

05 050446 diagnostic preparations for veterinary purposes ○ 獣医科用診断剤 01B01 ○ 獸醫用診斷製劑 0511

05 050447 cotton sticks for medical purposes ○ 医療用綿棒 01C01 ○ 醫療用棉花棒 0505

05 050447 cotton swabs for medical purposes ○ 医療用綿棒 01C01 ○ 醫療用棉花棒 0505

05 050448 infant formula ○ 乳児用調製乳 31D01 ○ 嬰兒配方奶粉 0512

05 050449 powdered milk for babies ○ 乳児用粉ミルク 31D01 ○ 嬰兒奶粉 0512

05 050450 transplants [living tissues] ○ 移植組織（生組織） 10D01 ○ 外科植入活組織 0501

05 050451 collagen for medical purposes ○ 医療用コラーゲン 01B01 ○ 醫療用膠原蛋白 0501

05 050452 plant extracts for pharmaceutical purposes ○ 医薬用植物エキス 01B01 ○ 醫療用植物萃取物 0501

05 050453 pharmaceuticals ○ 医療用薬剤 01B01 ○ 醫藥品 0501

05 050454
preparations of microorganisms for medical or

veterinary use
○ 医療用又は獣医科用の微生物調製剤 01B01,33D05 ○ 醫療或獸醫用微生物製劑 0501、0511

05 050455 phytotherapy preparations for medical purposes ○ 医療用植物療法製剤 01B01 ○ 醫療用植物療法製劑 0501

05 050456 herbal extracts for medical purposes ○ 医療用薬草エキス 01B01 ○ 醫療用草本植物萃取物 0501



05 050457 sexual stimulant gels ○ 性的興奮剤 01B01 ○ 性興奮劑凝膠 0501

05 050458 immunostimulants ○ 免疫刺激剤 01B01 ○ 免疫增強藥劑 0501

05 050459
nutraceutical preparations for therapeutic or

medical purposes
X ［治療用又は医療用栄養補助食品］ ― ○ 醫療用營養製劑 0503

05 050460 freeze-dried food adapted for medical purposes ○ 凍結乾燥した医療用食品 32F16 ○ 醫療用冷凍乾製食品 0502

05 050460 lyophilised food adapted for medical purposes ○ 凍結乾燥した医療用食品 32F16 ○ 醫療用冷凍乾製食品 0502

05 050460 lyophilized food adapted for medical purposes ○ 凍結乾燥した医療用食品 32F16 ○ 醫療用冷凍乾製食品 0502

05 050461 homogenised food adapted for medical purposes ○ 脂肪が均質化された医療用食品 32F16 ○ 醫療用均質化食品 0503

05 050461 homogenized food adapted for medical purposes ○ 脂肪が均質化された医療用食品 32F16 ○ 醫療用均質化食品 0503

05 050462 pre-filled syringes for medical purposes ○ 注射器に充てんされた薬剤 01B01 ○ 醫療用預填充注射製劑 0501

05 050463 freeze-dried meat adapted for medical purposes ○ 凍結乾燥した医療用肉製品 32F16 ○ 醫療用冷凍乾製肉類 0502

05 050463 lyophilised meat adapted for medical purposes ○ 凍結乾燥した医療用肉製品 32F16 ○ 醫療用冷凍乾製肉類 0502

05 050463 lyophilized meat adapted for medical purposes ○ 凍結乾燥した医療用肉製品 32F16 ○ 醫療用冷凍乾製肉類 0502

05 050464 reagent paper for veterinary purposes ○ 獣医科用試験紙 01B01 ○ 獸醫用化學試劑試紙 0511

05 050465 astringents for medical purposes ○ 医療用収れん剤 01B01 ○ 醫療用皮膚收縮劑 0501

05 050466 medicated dentifrices ○ 医療用歯磨き 01B01 ○ 醫療用牙膏 0520

05 050467 lice treatment preparations [pediculicides] ○ シラミ駆除剤 01B01 ○ 蝨子治療藥劑 0501

05 050468 pediculicidal shampoos ○ シラミ駆除用シャンプー 01B01 ○ 殺蟲洗髮劑 0519

05 050469 insecticidal animal shampoos ○ 殺虫用の動物用シャンプー 01B01 ○ 動物用殺蟲潔毛劑 0511

05 050470 insecticidal veterinary washes ○ 殺虫用の獣医科用洗浄剤 01B01 ○ 獸醫用殺蟲洗淨劑 0511

05 050471 antibacterial soap ○ 抗菌せっけん 01B01 ○ 抗菌皂 0519

05 050472 antibacterial handwashes ○ 手洗い用抗菌せっけん 01B01 ○ 抗菌洗手劑 0519

05 050473 medicated after-shave lotions ○ 医療用アフターシェーブローション 01B01 ○ 醫療用鬍後水 0519

05 050474 medicated shampoos ○ 医療用シャンプー 01B01 ○ 醫療用洗髮精 0519

05 050475 medicated toiletry preparations ○
医療用化粧品、せっけん類及び歯磨
き

01B01 ○ 醫療用盥洗製劑 0519

05 050476 medicated hair lotions ○ 医療用ヘアーローション 01B01 ○ 醫療用髮水 0519

05 050477 medicated dry shampoos ○ 医療用ドライシャンプー 01B01 ○ 醫療用頭髮乾洗劑 0519

05 050478 medicated shampoos for pets ○ 医療用ペット用シャンプー 01B01 ○ 藥用寵物潔毛劑 0511

05 050479 disinfectant soap ○ 消毒用せっけん 01B01 ○ 消毒皂 0519

05 050480 medicated soap ○ 医療用せっけん 01B01 ○ 醫療用皂 0519

05 050481 massage candles for therapeutic purposes ○
ろうそくタイプの治療用マッサージ
オイル

01B01 ○ 療癒用蠟燭式按摩油 0521

05 050482 acai powder dietary supplements ○
アサイー粉を主原料とする栄養補助
食品

32F15 ○ 巴西莓粉膳食補充品 0503

05 050483 vitamin supplement patches ○
ビタミンを主原料とするパッチ状サ
プリメント

32F15 ○ 維生素營養補充貼片 0503

05 050484 dietary supplements with a cosmetic effect ○ 美容効果を有する栄養補助食品 32F15 ○ 美容用膳食補充品 0503

05 050485 nicotine gum for use as an aid to stop smoking ○ 禁煙用ニコチンガム 01B01 ○ 戒菸用尼古丁咀嚼錠 0501

05 050486 nicotine patches for use as aids to stop smoking ○ 禁煙用ニコチンパッチ剤 01B01 ○ 戒菸用尼古丁貼片 0501

05 050487
capsules made of dendrimer-based polymers, for

pharmaceuticals
○

デンドリマー系ポリマーからなる医
薬用カプセル

01C01 ○ 樹枝狀合成聚合物製成之藥用膠囊 0501

05 050488
chemical preparations for treating diseases

affecting cereal plants
○

穀類植物に影響を与える疾患の治療
用化学剤

01B02 ○ 治療穀類植物疾病用化學製劑 0504

05 050489 injectable dermal fillers ○ 注射可能な皮膚用充填剤 01B01 ○ 注射皮膚用填充劑 0501

05 050490 bracelets impregnated with insect repellent ○ ブレスレットに浸み込ませた防虫剤 01B01 ○ 浸有驅蟲劑的手環 0501

05 050491 medicated toothpaste ○ 医療用練り歯磨き 01B01 ○ 醫療用牙膏 0520

05 050492 massage gels for medical purposes ○ 医療用マッサージ用ジェル 01B01 ○ 醫療用按摩凝膠 0501

05 050493 headache relief sticks ○ スティック状の頭痛緩和剤 01B01 ○ 棒狀頭痛治療藥劑 0501

05 050494 contraceptive sponges ○ スポンジに浸み込ませた避妊薬 01B01 ○ 避孕海綿 0501

05 050495 swim diapers, disposable, for babies ○ 乳児用の水泳用使い捨ておむつ 17A10 ○ 嬰兒用可拋棄式游泳尿布 0516

05 050495 swim nappies, disposable, for babies ○ 乳児用の水泳用使い捨ておむつ 17A10 ○ 嬰兒用可拋棄式游泳尿布 0516

05 050496 swim diapers, reusable, for babies ○ 再利用可能な乳児用の水泳用おむつ 17A10 ○ 嬰兒用可重複使用之游泳尿布 0516

05 050496 swim nappies, reusable, for babies ○ 再利用可能な乳児用の水泳用おむつ 17A10 ○ 嬰兒用可重複使用之游泳尿布 0516

05 050497 diaper changing mats, disposable, for babies ○ 乳児のおむつ替え用使い捨てマット 17C01 ○ 嬰兒更換尿布用可拋棄式尿襯 0516

05 050497 nappy changing mats, disposable, for babies ○ 乳児のおむつ替え用使い捨てマット 17C01 ○ 嬰兒更換尿布用可拋棄式尿襯 0516

05 050498 bone void fillers comprised of living tissues ○ 生組織からなる骨間隙の充てん剤 01B01 ○ 由活組織組成之骨頭裂縫填充劑 0501

05 050499 oxygen cylinders, filled, for medical purposes ○
シリンダーに充てんされた医療用酸
素

01B01 ○ 已裝瓶之醫療用氧氣 0501

05 050500 marijuana for medical purposes ○ 医療用マリファナ 01B01 ○ 醫療用大麻 0501

05 050500 cannabis for medical purposes ○ 医療用大麻 01B01 ○ 醫療用大麻 0501

05 050501 deodorizers for litter trays ○ ペットのトイレ用防臭剤 01B01 ○ 動物便溺盆用除臭劑 0514

05 050501 deodorisers for litter trays ○ ペットのトイレ用防臭剤 01B01 ○ 動物便溺盆用除臭劑 0514

05 050502 aromatic deodorisers for toilets ○ トイレ用芳香性消臭剤 01B01 ○ 廁所用芳香除臭劑 0514

05 050502 aromatic deodorizers for toilets ○ トイレ用芳香性消臭剤 01B01 ○ 廁所用芳香除臭劑 0514

05 050503
diagnostic strips for testing breast milk for

medical purposes
○ 医療用の母乳検査用診断ストリップ 01B01 ○ 醫療用母乳檢測試片 0501

05 050504 whey protein dietary supplements ○
ホエイプロテインを主原料とする栄
養補助食品

32F15 ○ 乳清蛋白膳食補充品 0503

05 050505 brewer's yeast dietary supplements ○
醸造酵母を主原料とする栄養補助食
品

32F15 ○ 釀酒酵母膳食補充品 0503

05 050506 cannabidiol for medical use ○ 医療用カンナビジオール 01B01 ○ 醫療用大麻二酚 0501

05 050507 tetrahydrocannabidinol [THC] for medical use ○
医療用テトラヒドロカンナビジノー
ル（ＴＨＣ）

01B01 ○ 醫療用四氫大麻酚（ＴＨＣ） 0501

05 050508 bath tea for therapeutic purposes ○ 治療用バスティ 01B01 ○ 醫療浴用茶 0519

05 050509 disposable absorbent pads for lining pet crates ○
ペット用かごに敷くための吸収性使
い捨てパッド

19B33 ○ 寵物箱內層用可拋棄式吸尿墊 0516

05 050509 disposable absorbent mats for lining pet crates ○
ペット用かごに敷くための吸収性使
い捨てマット

19B33 ○ 寵物箱內層用可拋棄式吸尿墊 0516

05 050510 anti-inflammatories ○ 抗炎症剤 01B01 ○ 消炎藥劑 0501

05 050511 disposable house training pads for pets ○
ペットの排泄のしつけ用使い捨て
パッド

19B33 ○ 寵物用可拋棄式室內訓練尿墊 0516

05 050511 disposable housebreaking pads for pets ○
ペットの排泄のしつけ用使い捨て
パッド

19B33 ○ 寵物用可拋棄式室內訓練尿墊 0516

05 050512 moxa rolls for moxibustion ○ きゅう用のロール状もぐさ 01B01 ○ 艾灸用艾卷 0501

05 050512 moxa sticks for moxibustion ○ きゅう用のスティック状もぐさ 01B01 ○ 艾灸用艾條 0501

05 050513 dietary supplements for human beings ○ サプリメント 32F15 ○ 人體用膳食補充品 0503

05 050514
wipes impregnated with disinfectants for hygiene

purposes
○

ワイプに浸み込ませた衛生用殺菌消
毒剤

01B01 ○ 浸漬衛生用消毒劑的濕巾 0504

05 050515 skin hydrators being injectable dermal fillers ○
皮膚に潤いを与えるための注射可能
な皮膚用充填剤

01B01 ○ 注射皮膚用水合填充劑 0501

06 060001 steel, unwrought or semi-wrought ○ 未加工又は半加工の鋼 06A01 ○ 未加工或半加工鋼 0601

06 060002 steel alloys ○ 鋼の合金 06A01 ○ 鋼合金 0601

06 060003 hoop steel ○ 帯鋼 06A01 ○ 鋼箍 0601、0603

06 060003 steel strip ○ 帯鋼 06A01 ○ 鋼帶 0601、0603

06 060004 steel wire ○ 鋼線 06A01 ○ 鋼絲 0601

06 060005 cast steel ○ 鋳鋼 06A01 ○ 鑄鋼 0601

06 060006 steel masts ○ 鋼製マスト 07A01 ○ 鋼製桿 0601

06 060009 roller blinds of steel ○ 巻上げ式鋼製ブラインド 20D01 ○ 鋼製捲式百葉窗 0602

06 060010 steel sheets ○ 鋼製シート 06A01 ○ 薄鋼板 0601

06 060011 steel pipes ○ 鋼管 06A01 ○ 鋼管 0624

06 060011 steel tubes ○ 鋼管 06A01 ○ 鋼管 0624

06 060012 machine belt fasteners of metal ○ 機械ベルト用金属製締め具 13C01 ○ 機械傳動皮帶用金屬製固定扣 0603

06 060013 railway points ○ てんてつ機 09G06 ○ 鐵路道岔 0628

06 060013 railway switches ○ 転轍機 09G06 ○ 鐵道轉轍器 0628



06 060014 nozzles of metal ○ 金属製ノズル 07A01,09G99 ○ 金屬製噴嘴 0603

06 060016 German silver ○ 洋銀 06A02 ○ 德銀 0601

06 060016 nickel silver ○ 洋銀 06A02 ○ 鎳銀 0601

06 060017 aluminium ○ アルミニウム 06A02 ○ 鋁 0601

06 060018 bronze ○ 青銅 06A02 ○ 青銅 0601

06 060019 aluminium wire ○ アルミニウム製ワイヤ 06A02 ○ 鋁絲 0601

06 060020 anchor plates ○ アンカープレート 07A01 ○ 錨板 0602

06 060020 tie plates ○ タイプレート 07A01 ○ 錨板 0602

06 060021 jets of metal ○ 金属製ノズル 07A01,09G99 ○ 金屬製噴嘴 0603

06 060022 latch bars of metal ○ 金属製ラッチバー 13C01 ○ 金屬製門閂 0603

06 060023 masts of metal ○ 金属製マスト 07A01 ○ 金屬製桿 0601

06 060024 poles of metal ○ 金属製ポール 07A01 ○ 金屬製桿 0601

06 060025 traps for wild animals* ○ 野生動物用金属製わな 09A41,19B30 ○ 野生動物用陷阱* 0612

06 060026 braces of metal for handling loads ○ 荷役用金属製吊り手 09A03 ○ 裝卸用金屬製支撐柱 0602、0601

06 060026 harness of metal for handling loads ○ 荷役用金属製吊り手 09A03 ○ 裝卸用金屬製吊帶 0602、0601

06 060027 anti-friction metal ○ 減摩用金属 06A01,06A02 ○ 防磨金屬 0601

06 060028 tree protectors of metal ○ 樹木用の金属製プロテクター 07A01 ○ 金屬製樹木保護物 0602

06 060029 cashboxes [metal or non-metal] ○ 金庫（金属製又は非金属製） 20A01 ○ 金屬或非金屬製錢箱 0604

06 060030 silver solder ○ 銀ろう 06A02 ○ 含銀焊錫 0601

06 060032 silver-plated tin alloys ○ 銀めっきしたすず合金 06A02 ○ 鍍銀錫合金 0601

06 060033 reinforcing materials, of metal, for concrete ○ コンクリート用金属製補強材料 07A01 ○ 混凝土用金屬製補強材料 0602

06 060034 safes [metal or non-metal] ○ 金庫（金属製又は非金属製） 20A01 ○ 金屬或非金屬製保險箱 0604

06 060034 strongboxes [metal or non-metal] ○ 金庫（金属製又は非金属製） 20A01 ○ 金屬或非金屬製保險箱 0604

06 060035 window stops of metal ○ 窓用金属製止め具 07A01,13C01 ○ 金屬製窗框固定器 0603

06 060036 door stops of metal ○ 金属製ドアストップ 07A01,13C01,19B99 ○ 金屬製門檔 0603

06 060037 washers of metal ○ 金属製ワッシャー 13C01 ○ 金屬製墊圈 0616

06 060038 rings of metal* ○ 金属製リング 13C01 ○ 金屬環* 0603

06 060038 stop collars of metal* ○ 金属製止め環 13C01 ○ 金屬製制動環* 0603

06 060039 strap-hinges of metal ○ 金属製ストラップヒンジ 07A01 ○ 金屬製帶式鉸鏈 0603

06 060040 floor tiles of metal ○ 金属製床タイル 07A01 ○ 金屬製地磚 0602

06 060041 barbed wire ○ 有刺鉄線 07A01 ○ 有刺鐵絲網 0601

06 060042 bars for metal railings ○ 欄干用金属製棒 07A01 ○ 欄杆用金屬桿 0602

06 060043 beryllium [glucinium] ○ ベリリウム（グルシニウム） 06A02 ○ 鈹 0601

06 060043 glucinium [beryllium] ○ グルシニウム（ベリリウム） 06A02 ○ 鈹 0601

06 060044 cattle chains ○ 家畜用鎖 19B33 ○ 栓家畜用鏈條 0612

06 060045 bick-irons ○ 鉄床の先端 13B01 ○ 丁字砧 0617

06 060045 beak-irons ○ 鉄床の先端 13B01 ○ 丁字砧 0617

06 060046 white metal ○ ホワイトメタル 06A02 ○ 白合金 0601

06 060047 armor-plating of metal ○ 金属製装甲板 07A01 ○ 金屬製裝甲鋼板 0601

06 060047 armour-plating of metal ○ 金属製装甲板 07A01 ○ 金屬製裝甲鋼板 0601

06 060048 box fasteners of metal ○ 箱用金属製締め具 13C01 ○ 箱用金屬製固定扣件 0603

06 060049 bolts of metal ○ 金属製ボルト 13C01 ○ 金屬製螺栓 0603

06 060050
bottles [containers] of metal for compressed gas

or liquid air
○

圧縮ガス用又は液体空気用の金属製
包装用びん

18C01 ○ 壓縮氣體或液態空氣用金屬製瓶 0621

06 060051 identification bracelets of metal ○ 金属製識別腕輪 10D01,19B21 ○ 金屬製識別手環 0631

06 060052 iron slabs ○ 鉄製スラブ 06A01 ○ 厚鐵板 0601

06 060053 brazing alloys ○ ろう付け用合金 06A02 ○ 銅焊合金 0601

06 060054 flanges of metal [collars] ○ 金属製フランジ（環） 09F06 ○ 金屬製凸緣 0624

06 060055 bronzes for tombstones ○ 墓碑用青銅製品 20F01 ○ 墓碑用青銅製品 0614

06 060055 monuments of bronze for tombs ○ 墓用青銅製記念塔 20F01 ○ 墓用青銅製紀念碑 0614

06 060056 bronzes [works of art] ○ 青銅製造形品
20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 青銅製藝術品 0607

06 060057 telpher cables ○ テルハー用ケーブル 11A05 ○ 纜車用纜索 0601

06 060058 rope thimbles of metal ○ ロープ用金属製はめ輪 13C01,18A01 ○ 繩索用金屬製嵌環 0603

06 060059 cable joints of metal, non-electric ○
金属製ケーブル継ぎ手（電気用のも
のを除く。）

13C01 ○ 非電氣纜繩用金屬製接口連桿 0603

06 060059 cable linkages of metal, non-electric ○
ケーブル用金属製結合金具（電気式
のものを除く。）

13C01 ○ 非電氣纜繩用金屬製接口連桿 0603

06 060061 cadmium ○ カドミウム 06A02 ○ 鎘 0601

06 060062 padlocks of metal, other than electronic ○
金属製南京錠（電気式のものを除
く。）

13C02 ○ 非電氣式金屬製掛鎖 0623

06 060063 shims ○ くさび 13C01 ○ 填隙片 0616

06 060064 ferrules of metal for walking sticks ○ つえ用金属製石突き 22C01 ○ 手杖用金屬箍環 0603

06 060065 containers of metal for storing acids ○ 金属製酸貯蔵用容器 18C01 ○ 貯存酸性物質用金屬製容器 0621

06 060066 safety cashboxes ○ 金庫 20A01 ○ 保險箱 0604

06 060067 celtium [hafnium] ○ セルチウム（ハフニウム） 06A02 ○ 鉿 0601

06 060067 hafnium [celtium] ○ ハフニウム（セルチウム） 06A02 ○ 鉿 0601

06 060068 chains of metal* ○ 金属製鎖 13C01 ○ 金屬鏈* 0603

06 060071 safety chains of metal ○ 金属製安全チェーン 13C01 ○ 金屬製安全索 0601

06 060073 couplings of metal for chains ○ 鎖用金属製カップリング 13C01 ○ 鏈條用金屬製聯結鉤 0603

06 060074 frames of metal for building ○ 建築用金属製枠 07A01 ○ 建築用金屬架 0602

06 060075 sash pulleys of metal ○ 上げ下げ窓用の金属製滑車 07A01 ○ 金屬製窗框滑輪 0603

06 060075 window pulleys of metal ○ 金属製窓用滑車 07A01 ○ 金屬製窗框滑輪 0603

06 060076
ducts and pipes of metal for central heating

installations
○

セントラルヒーティング用の金属製
ダクト及び管

07A01 ○
中央暖氣系統設備用金屬製輸送管
及配管

0624

06 060076
ducts of metal, for central heating

installations
○

セントラルヒーティング用金属製ダ
クト

07A01 ○ 中央暖氣系統設備用金屬製輸送管 0624

06 060076
pipes of metal, for central heating

installations
○

セントラルヒーティング用の金属製
管

07A01 ○ 中央暖氣系統設備用金屬配管 0624

06 060077 horseshoe nails ○ 蹄鉄用くぎ 13C01 ○ 馬蹄鐵用釘 0612

06 060078 pegs of metal ○ 金属製止めくぎ 13C01 ○ 金屬製樁釘 0603

06 060079 chromium ○ クロム 06A02 ○ 鉻 0601

06 060080 chrome iron ○ クロム鉄鉱 06B01 ○ 鉻鐵 0601

06 060081 chrome ores ○ クロム鉱石 06B01 ○ 鉻礦 0608

06 060082 cotter pins of metal ○ 金属製コッターピン 09F07 ○ 金屬開尾銷 0603

06 060083 keys of metal ○ 金属製鍵 13C02 ○ 金屬製鑰匙 0623

06 060085 nails ○ くぎ 13C01 ○ 釘子 0603

06 060086 brads ○ かい折れくぎ 13C01 ○ 角釘 0603

06 060086 tacks [nails] ○ びょう（くぎ） 13C01 ○ 平頭釘 0603

06 060087 wall plugs of metal ○ 金属製壁面取り付け具 13C01 ○ 金屬製壁釘套 0603

06 060088 cobalt, raw ○ コバルト（未加工のもの） 06A02 ○ 未加工的鈷 0601

06 060089 railway material of metal ○ 鉄道用金属材料 07A01 ○ 鐵路用金屬材料 0628

06 060090 pillars of metal for building ○ 建築用金属製柱 07A01 ○ 建築用金屬製柱 0602

06 060091 water-pipes of metal ○ 金属製送水管 07A01 ○ 金屬製水管 0624

06 060092 sleeves [metal hardware] ○ 金属製スリーブ 06A01,06A02 ○ 金屬製套筒 0624

06 060093 preserve tins ○ ブリキ製包装用容器 18C01,18C13 ○ 錫製貯藏容器 0621

06 060093 tin cans ○ ブリキ缶 18C01,18C13 ○ 錫罐 0621

06 060094 containers of metal [storage, transport] ○
金属製コンテナ（貯蔵・輸送用のも
のに限る。）

09A03,09G59,09G60,

12A74,18C01,18C13
○ 貯存或輸送用金屬製容器 0621

06 060095 check rails of metal for railways ○ 鉄道用金属製ガードレール 07A01 ○ 鐵道金屬護軌 0628

06 060095 guard rails of metal for railways ○ 鉄道用金属製ガードレール 07A01 ○ 鐵道金屬護軌 0628

06 060096 chill-molds [foundry] ○ チル鋳型 09A01 ○ 冷硬鑄模 0619

06 060096 chill-moulds [foundry] ○ チル鋳型 09A01 ○ 冷硬鑄模 0619

06 060097 anvils ○ 鉄床 13B01 ○ 鐵砧 0617

06 060098 roof flashing of metal ○ 屋根用金属製水切り板 07A01 ○ 金屬製屋頂防雨板 0602

06 060099 elbows of metal for pipes ○ 管用金属製エルボー 09F06 ○ 管用金屬製彎頭 0624

06 060100 doors of metal* ○ 金属製扉 07A01 ○ 金屬製門* 0602

06 060101 belt stretchers of metal ○ ベルト用金属製伸張具 09A03 ○ 金屬製繩帶拉伸器 0603

06 060102 crampons of metal [cramps] ○ 締付け用金属製つかみ金 13C01 ○ 金屬製攀登用冰爪 0603

06 060102 cramps of metal [crampons] ○ 締付け用金属製つかみ金 13C01 ○ 金屬製攀登用冰爪 0603

06 060103 pot hooks of metal ○ 金属製自在かぎ 19A05 ○ 金屬製廚具掛鉤 0603

06 060104 window casement bolts ○ 開き窓用ボルト 13C01 ○ 窗扉用栓 0603

06 060105 hooks [metal hardware] ○ 金属製フック 13C01,19B36 ○ 金屬鉤 0603

06 060106 ironwork for windows ○ 窓用鉄製部品 07A01 ○ 窗用鐵件 0603

06 060108 wire of common metal ○
金属製のワイヤ（貴金属製のものを
除く。）

06A01,06A02 ○ 普通金屬絲線 0601

06 060109 copper, unwrought or semi-wrought ○ 未加工又は半加工の銅 06A02 ○ 未加工或半加工的銅 0601

06 060110 copper rings ○ 銅リング 13C01 ○ 銅環 0603



06 060111 tubbing of metal ○ 金属製タビング 07A01 ○ 金屬桶 0621

06 060112
containers of metal for compressed gas or liquid

air
○ 金属製高圧ガス又は液体空気用容器 18C01 ○ 壓縮氣體或液態空氣用金屬製容器 0621

06 060113 door scrapers ○ 靴の泥落とし 20C01 ○ 鞋底刮泥板 0602

06 060114 drain pipes of metal ○ 金属製排水管 07A01 ○ 金屬製排水管 0624

06 060115 iron, unwrought or semi-wrought ○ 未加工又は半加工の鉄 06A01 ○ 未加工或半加工的鐵 0601

06 060116 fish plates [rails] ○ レール用金属製継目板 07A01 ○ 鐵軌用魚尾形接合板 0628

06 060118 screws of metal ○ 金属製ねじ 13C01 ○ 金屬製螺絲 0603

06 060119 tinplate packings ○ ブリキ製包装材料 06A01 ○ 包裝用鍍錫鐵片 0601

06 060120 letter boxes of metal ○ 金属製郵便受け 19B35 ○ 金屬製信箱 0602

06 060121 door bells of metal, non-electric ○
玄関用金属製呼鈴（電気式のものを
除く。）

07A01 ○ 非電氣式金屬門鈴 0603

06 060122 spurs ○ 拍車 24C02 ○ 踢馬刺 0612

06 060123 brackets of metal for building ○ 建築用金属製ブラケット 07A01 ○ 建築用金屬製支撐架 0602

06 060124 staircases of metal ○ 金属製階段 07A01 ○ 金屬製樓梯 0602

06 060125 window fasteners of metal ○ 窓用金属製締め具 13C01 ○ 金屬製窗用固定器 0603

06 060127 pipes of metal ○ 金属製管 06A01,06A02 ○ 金屬管 0624

06 060127 tubes of metal ○ 金属製管 06A01,06A02 ○ 金屬管 0624

06 060129 rails of metal ○ 金属製レール 06A01 ○ 金屬製鐵軌 0628

06 060130 fittings of metal for windows ○ 窓用金属製付属品及び金具 07A01,13C01,13C02 ○ 窗用金屬附件 0603

06 060131 hoop iron ○ 帯鉄 06A01 ○ 鐵箍 0601、0603

06 060131 iron strip ○ 帯鉄 06A01 ○ 鐵帶 0601、0603

06 060132 iron wire ○ 鉄線 06A01 ○ 鐵絲 0601

06 060133 cast iron, unwrought or semi-wrought ○ 未加工又は半加工の鋳鉄 06A01 ○ 未加工及半加工的鑄鐵 0601

06 060134 iron ores ○ 鉄鉱石 06B01 ○ 鐵礦 0608

06 060135 door closers of metal, non-electric ○
金属製ドアクローザー（電気式のも
のを除く。）

07A01 ○ 非電氣式金屬製關門器 0603

06 060135 door springs of metal, non-electric ○
扉用金属製ばね（電気式のものを除
く。）

07A01 ○ 非電氣式金屬製門彈簧 0603

06 060136 molybdenum iron ○ モリブデン鉄 06A01 ○ 鉬鐵 0601

06 060137 silicon iron ○ フェロシリコン 06A01 ○ 矽鐵 0601

06 060138 ferrotitanium ○ フェロチタン 06A01 ○ 鈦鐵 0601

06 060138 titanium iron ○ チタン鉄 06A01 ○ 鈦鐵 0601

06 060139 tungsten iron ○ タングステン鉄 06A01 ○ 鎢鐵 0601

06 060140 fittings of metal for building ○ 金属製建築材料の付属品 07A01 ○ 金屬建築附件 0602

06 060141 pins [metal hardware] ○ 金属製のピン 13C01 ○ 銷（金屬五金） 0603

06 060143 eye bolts ○ アイボルト 13C01 ○ 有眼螺栓 0603

06 060143 screw rings ○ スクリューリング 13C01 ○ 環首螺釘 0603

06 060144 locks of metal, other than electric ○ 金属製錠（電気式のものを除く。） 13C02 ○ 非電氣式金屬製鎖具 0623

06 060145 galena [ore] ○ 方鉛鉱 06B01 ○ 方鉛礦 0608

06 060146 lead seals ○ 鉛製封印材料 06A02 ○ 鉛封 0601

06 060147 germanium ○ ゲルマニウム 06A02 ○ 鍺 0601

06 060148 weather- or wind-vanes of metal ○ 金属製風向計 10C01 ○ 金屬製風向計 0629

06 060148 weather vanes of metal ○ 金属製風向計 10C01 ○ 金屬製風向計 0629

06 060148 wind vanes of metal ○ 金属製風向計 10C01 ○ 金屬製風向計 0629

06 060149 crampons [climbing irons] ○ アイゼン 24C03 ○ 攀登用冰爪 0603

06 060150 ice moulds of metal ○ 金属製の製氷型 09E12,18C01 ○ 金屬製冰模 0619

06 060151 grease nipples ○ グリースニップル 13C01 ○ 油噴嘴 0603

06 060152 gratings of metal ○ 金属製格子 07A01 ○ 金屬製格柵 0602

06 060152 grilles of metal ○ 金属製格子 07A01 ○ 金屬製格柵 0602

06 060153 spring locks ○ ばね式の締まり金具 13C01 ○ 彈簧鎖 0623

06 060154 indium ○ インジウム 06A02 ○ 銦 0601

06 060155 badges of metal for vehicles ○ 乗物用金属製バッジ
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06
○ 車輛用金屬標記 0625

06 060156 jalousies of metal ○ 金属製羽根板 07A01 ○ 金屬製固定百葉窗 0602

06 060157 brass, unwrought or semi-wrought ○ 未加工又は半加工の黄銅 06A02 ○ 未加工或半加工的黃銅 0601

06 060158 outdoor blinds of metal ○ 金属製屋外用ブラインド 20D01 ○ 金屬製戶外百葉窗 0602

06 060159 rocket launching platforms of metal ○ 金属製ロケット発射台 09G99 ○ 金屬製火箭發射平台 0602

06 060160 laths of metal ○ 金属製ラス 07A01 ○ 金屬製板條 0601

06 060161 filings of metal ○ 金属のやすりくず 06A01,06A02 ○ 金屬銼屑 0601

06 060162 stringers [parts of staircases] of metal ○ 金属製側桁（階段用部材） 07A01 ○ 金屬製樓梯縱樑 0602

06 060163 limonite ○ 褐鉄鉱 06B01 ○ 褐鐵礦 0608

06 060164 ingots of common metal ○
金属製のインゴット（貴金属製のも
のを除く。）

06A01,06A02 ○ 普通金屬鑄塊 0601

06 060165 lintels of metal ○ 金属製まぐさ 07A01 ○ 金屬製門楣 0602

06 060166 bed casters of metal ○ 金属製の寝台用キャスター 13C01 ○ 床用金屬腳輪 0620

06 060167 latches of metal ○ 金属製掛金 13C01 ○ 金屬製門閂 0603

06 060168 blooms [metallurgy] ○ ブルーム（冶金用のもの） 06A01 ○ 冶金用鍛塊 0601

06 060169 magnesium ○ マグネシウム 06A02 ○ 鎂 0601

06 060170 buildings, transportable, of metal ○ 金属製可搬式建造物組立セット 07A04 ○ 可移動的金屬製建築物 0602

06 060172 ferrules of metal for handles ○ 柄用金属製石突き 22C01 ○ 把手用金屬製箍環 0603

06 060173 pipe muffs of metal ○ 管用金属製筒形継手 09F06 ○ 金屬製管套 0624

06 060174 manganese ○ マンガン 06A02 ○ 錳 0601

06 060175 handling pallets of metal ○ 荷役用金属製パレット 09A03 ○ 金屬製搬運用棧板 0630

06 060176 transport pallets of metal ○ 輸送用金属製パレット 09A03 ○ 金屬製運輸用棧板 0630

06 060177 steps [ladders] of metal ○ 金属製はしご 19B34 ○ 金屬製階梯 0602

06 060179 porches [structures] of metal ○ 金属製組立式ポーチ 07A01 ○ 金屬製門廊 0602

06 060180 door knockers of metal ○ 金属製ドアノッカー 07A01 ○ 金屬製門環 0603

06 060181 handcuffs ○ 手錠 13C02 ○ 手銬 0622

06 060182 common metals, unwrought or semi-wrought ○
未加工又は半加工の金属（貴金属製
のものを除く。）

06A01,06A02 ○ 未加工或半加工的普通金屬 0601

06 060183 ores of metal ○ 金属鉱石 06B01 ○ 金屬礦石 0608

06 060184 wire cloth ○ ワイヤクロス 18B02 ○ 金屬絲布 0601

06 060184 wire gauze ○ 金網 18B02 ○ 金屬絲網 0601

06 060185 pyrophoric metals ○ 発火性金属 06A01,06A02 ○ 發火性金屬 0601

06 060187 furniture casters of metal ○ 金属製の家具用キャスター 13C01 ○ 家具用金屬製腳輪 0620

06 060188 pilings of metal ○ 金属製くい 07A01 ○ 金屬製樁 0602

06 060188 sheet piles of metal ○ 金属製シートパイル 07A01 ○ 金屬製板樁 0602

06 060189 molybdenum ○ モリブデン 06A02 ○ 鉬 0601

06 060190 monuments of metal ○ 金属製モニュメント
20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 金屬製紀念碑 0614

06 060191 vice claws of metal ○ 万力用金属製挟み具 13B01 ○ 金屬製夾鉗座 0617

06 060192 wall claddings of metal for building ○ 壁用金属製被覆材（建築用のもの） 07A01 ○ 建築用金屬製外牆板 0602

06 060193 nickel ○ ニッケル 06A02 ○ 鎳 0601

06 060194 niobium ○ ニオブ 06A02 ○ 鈮 0601

06 060195 flashing of metal for building ○ 建築用金属製水切り板 07A01 ○ 建築用金屬製防雨板 0602

06 060196 house numbers of metal, non-luminous ○
金属製家屋番号札（発光式のものを
除く。）

19B21 ○ 非發光式金屬製門號牌 0625

06 060197 shutters of metal ○ 金属製シャッター 07A01 ○ 金屬製百葉外窗 0602

06 060198 palings of metal ○ 金属製柵 07A01 ○ 金屬製柵欄 0602

06 060199 baskets of metal ○ 金属製バスケット 18C01 ○ 金屬製籃 0621

06 060200
signalling panels, non-luminous and non-

mechanical, of metal
○

金属製標識板（発光式及び機械式の
ものを除く。）

09G06,09G07,09G08 ○ 非發光式及非機械式金屬製標誌板 0602

06 060201 wall linings of metal for building ○ 壁用金属製内羽目（建築用のもの） 07A01 ○ 建築用金屬製牆襯砌 0602

06 060202 clothes hooks of metal ○ 衣服掛け用金属製フック 19B36 ○ 衣服掛鉤 0603

06 060203 skating rinks [structures] of metal ○ 金属製スケートリンク組立セット 07A04 ○ 金屬製溜冰場 0602

06 060204 lock bolts ○ ロックボルト（金属製金具） 13C01 ○ 防鬆螺栓 0603

06 060205 posts of metal ○ 金属製柱 07A01 ○ 金屬製柱 0602

06 060206 springs [metal hardware] ○ ばね（金属製品） 09F03 ○ 金屬製小五金彈簧 0603

06 060207 pulleys of metal, other than for machines ○
金属製プーリー（機械用のものを除
く。）

09F02 ○ 非機械用金屬製滑輪 0603

06 060208 tent pegs of metal ○ テント用金属製くい 13C01,20D01,24C03 ○ 帳篷用金屬製樁釘 0603

06 060209 ceilings of metal ○ 金属製天井板 07A01 ○ 金屬製天花板 0602

06 060210 floors of metal ○ 金属製床板 07A01 ○ 金屬製地板 0602

06 060211 linings of metal for building ○ 建築用金属製内羽目 07A01 ○ 金屬製建築用襯砌 0602

06 060212 turntables [railways] ○ ターンテーブル（鉄道用のもの） 09A03 ○ 鐵路用轉車台 0628



06 060213 roofing tiles of metal ○ 金属製の屋根瓦 07A01 ○ 金屬製瓦 0602

06 060214 lead, unwrought or semi-wrought ○ 未加工又は半加工の鉛 06A02 ○ 未加工或半加工的鉛 0601

06 060215 diving boards of metal ○ 金属製飛込み板 24C01 ○ 金屬製跳板 0602

06 060216 door handles of metal ○ 金属製ドアハンドル 07A01 ○ 金屬製門把 0603

06 060217 rivets of metal ○ 金属製リベット 13C01 ○ 金屬製鉚釘 0603

06 060218 gates of metal ○ 金属製門扉 07A01 ○ 金屬製大門 0602

06 060219 door panels of metal ○ 扉用金属製鏡板 07A01 ○ 金屬製門鑲板 0602

06 060220 door bolts of metal ○ 扉用金属製ボルト 13C01 ○ 金屬門插銷 0603

06 060221 split rings of common metal for keys ○
鍵用の金属製のスプリットリング
（貴金属製のものを除く。）

13C02 ○ 鑰匙用普通金屬製開口環 0623

06 060222 telegraph posts of metal ○ 金属製電信柱 07A01 ○ 金屬製電線桿 0602

06 060223 zinc ○ 亜鉛 06A02 ○ 鋅 0601

06 060224 beams of metal ○ 金属製梁 07A01 ○ 金屬製橫樑 0602

06 060224 girders of metal ○ 金属製大梁 07A01 ○ 金屬製縱樑 0602

06 060225 joists of metal ○ 金属製のはり及び根太 07A01 ○ 金屬製托樑 0602

06 060226 platforms, prefabricated, of metal ○ 金属製組立て式プラットフォーム 07A04 ○ 金屬製預鑄平台 0602

06 060227 hardware* of metal, small ○ 金属製金具 13C01,13C02 X 金屬製小五金* ―

06 060227 ironmongery* X ［鉄製品］ ― X 鐵器* ―

06 060228
road signs, non-luminous and non-mechanical, of

metal
○

金属製道路標識（発光式及び機械式
のものを除く。）

09G07 ○
非發光式及非機械式金屬製道路標
誌

0602

06 060229 junctions of metal for pipes ○ 管用金属製接続具 09F06 ○ 金屬製管接頭 0624

06 060230 wire stretchers [tension links] ○ ワイヤ用伸張具（引張りリンク） 09A03 ○ 金屬線拉伸器 0603

06 060231 packaging containers of metal ○ 金属製包装容器 18C01,18C13 ○ 金屬製包裝容器 0621

06 060232 reservoirs of metal ○ 金属製貯蔵槽類 09G59,09G60 ○ 金屬製貯水槽 0621

06 060232 tanks of metal ○ 金属製貯蔵槽類 09G59,09G60 ○ 金屬製貯桶 0621

06 060233 sills of metal ○ 金属製敷居 07A01 ○ 金屬製門檻 0602

06 060235 signs, non-luminous and non-mechanical, of metal ○
金属製標識（発光式及び機械式のも
のを除く。）

09G06,09G07,09G08 ○ 非發光式及非機械式金屬製標牌 0602

06 060236 greenhouses of metal, transportable ○ 金属製の可搬式温室 20D07 ○ 可移動式金屬製溫室 0602

06 060237 locks of metal for vehicles ○ 乗物用金属製錠 13C02 ○ 車輛用金屬製鎖 0623

06 060238 stops of metal ○ 金属製止金具 13C01 ○ 金屬製制動銷 0603

06 060239 silos of metal ○ 金属製サイロ 09G59,09G60 ○ 金屬製筒倉 0602

06 060240 bells for animals ○ 動物用ベル 09A59,19B33 ○ 動物用鈴 0612

06 060241 bells* ○ ベル 09A59,19B33 X 鈴* ―

06 060242 soldering wire of metal ○ はんだ付け用金属製ワイヤ 06A01,06A02 ○ 金屬焊絲 0601

06 060243 valves of metal, other than parts of machines ○ 金属製バルブ（機械部品を除く。） 09F05 ○ 非機械零件之金屬製閥 0627

06 060244 statues of common metal ○
金属製の像（貴金属製のものを除
く。）

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 普通金屬製雕像 0607

06 060245 railroad ties of metal ○ 鉄道用金属製まくら木 07A01 ○ 金屬製鐵軌枕木 0628

06 060245 railway sleepers of metal ○ 鉄道用金属製まくら木 07A01 ○ 金屬製鐵軌枕木 0628

06 060246 tantalum [metal] ○ タンタル 06A02 ○ 鉭 0601

06 060247 bolts, flat ○ 平型ボルト 13C01 ○ 平頭螺栓 0603

06 060248 anvils [portable] ○ 鉄床（携帯用のもの） 13B01 ○ 可攜式鐵砧 0617

06 060249 tension links ○ 引張りリンク 09A03 ○ 金屬製拉桿 0603

06 060251 titanium ○ チタン 06A02 ○ 鈦 0601

06 060252 roofing of metal ○ 金属製屋根材料 07A01 ○ 金屬製屋頂 0602

06 060253 tombac ○ 黄銅 06A02 ○ 頓巴克黃銅 0601

06 060254 tombs of metal ○ 金属製墓標 20F01 ○ 金屬製墓碑 0614

06 060255 turnstiles of metal ○ 金属製回転式出入口 07A01,09G55 ○ 金屬製旋轉柵門 0602

06 060256 latticework of metal ○ 金属製格子 07A01 ○ 金屬製格柵 0602

06 060256 trellis of metal ○ 金属製格子 07A01 ○ 金屬製棚架 0602

06 060257 tungsten ○ タングステン 06A02 ○ 鎢 0601

06 060258 pipework of metal ○ 金属製配管パイプ 06A01,06A02,07A01 ○ 金屬管件 0624

06 060259 vanadium ○ バナジウム 06A02 ○ 釩 0601

06 060260 window ventlights of metal ○ 金属製の通風用小窓 07A01 ○ 金屬製氣窗 0602

06 060262 ferrules of metal ○ 金属製石突き 22C01 ○ 金屬製箍環 0603

06 060263 aviaries [structures] of metal ○ 金属製鳥類飼育檻 09A46 ○ 建構組合式金屬製禽舍 0602

06 060264 zirconium ○ ジルコニウム 06A02 ○ 鋯 0601

06 060265 balls of steel ○ 鋼球 06A01 ○ 鋼球 0603

06 060266 steel buildings ○ 鋼製可搬式建造物組立セット 07A04 ○ 鋼製建築物 0602

06 060267 fittings of metal for compressed air lines ○
圧縮空気配管用金属製付属品及び金
具

07A01,09F06,13C01 ○ 壓縮空氣管道用金屬配件 0624

06 060268 wire of common metal alloys, except fuse wire ○
合金製のワイヤ（ヒューズ線及び貴
金属製のものを除く。）

06A01,06A02 ○ 非保險絲之普通金屬合金製絲線  0601

06 060269 alloys of common metal ○ 鉄合金及び非鉄金属の合金 06A01,06A02 ○ 普通金屬合金 0601

06 060270 aluminium foil* ○ アルミニウム箔 06A02 ○ 鋁箔* 0601

06 060271 mooring bollards of metal ○ ボートけい留用金属製ボラード 12A01 ○ 金屬製繫船柱 0602

06 060272 floating docks of metal, for mooring boats ○ 金属製のボートけい留用浮きドック 09G99 ○ 船舶停靠用金屬製浮動碼頭 0602

06 060273 anchors* ○ いかり 12A01 X 錨* ―

06 060274 wainscotting of metal ○ 金属製羽目板 07A01 ○ 金屬製護牆板 0602

06 060275 reinforcing materials of metal for pipes ○ 管用金属製補強金具 13C01 ○ 管用金屬製補強材料 0624

06 060276 reinforcing materials of metal for building ○ 建築用金属製補強材料 07A01 ○ 建築用金屬製補強材料 0602

06 060277 reinforcing materials of metal for machine belts ○ 機械ベルト用金属製補強材料 09F02 ○ 機械傳動皮帶用金屬製補強材料 0603

06 060278 works of art of common metal ○
金属製造形品（貴金属製のものを除
く。）

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 普通金屬製藝術品 0607

06 060279 troughs of metal for mixing mortar ○ モルタル混合用金属製槽 09A99 ○ 攪拌灰漿用金屬槽 0621

06 060280 bird baths [structures] of metal ○ 建築用金属製小鳥用水盤 19B33 ○ 金屬製禽鳥用洗浴台 0602

06 060282 beacons of metal, non-luminous ○
金属製航路標識（発光式のものを除
く。）

09G08 ○ 非發光式金屬製信標 0602

06 060284 stretchers for iron bands [tension links] ○
鉄バンド用伸張具（引っ張りリン
ク）

09A03 ○ 鐵箍用拉伸器 0603

06 060285 bands of metal for tying-up purposes ○ 金属製結束用バンド 18A02 ○ 捆綁用金屬帶 0601

06 060285 wrapping or binding bands of metal ○ 包装用又は結束用の金属製バンド 18A02 ○ 包裝或捆綁用金屬帶 0601

06 060286 thread of metal for tying-up purposes ○ 金属製結束繊条 06A01,06A02 ○ 捆綁用金屬線 0601

06 060287 barrels of metal ○ 金属製たる 18C01 ○ 金屬桶 0621

06 060288 barrel hoops of metal ○ たる用金属製たが 18C01,18C13 ○ 金屬製桶箍 0603

06 060289 casks of metal ○ 金属製たる 18C01 ○ 金屬桶 0621

06 060290 swimming pools [structures] of metal ○ 金属製水泳用プール組立セット 07A04 ○ 金屬製游泳池 0602

06 060291 construction materials of metal ○ 建築用金属材料 07A01 ○ 金屬製建築材料 0602

06 060291 building materials of metal ○ 建築用金属材料 07A01 ○ 金屬製建造材料 0602

06 060292 shuttering of metal for concrete ○
金属製コンクリート用型枠、金属製
コンクリート用堰板

07A01,09A71 ○ 混凝土用金屬製模板 0602

06 060293 bicycle parking installations of metal ○ 自転車用金属製駐輪装置 09E26 ○ 自行車用金屬製停車裝置 0602

06 060294 paving blocks of metal ○ 舗装用金属製ブロック 07A01 ○ 金屬製鋪路塊 0602

06 060295 boxes of common metal ○ 金属製包装用容器 18C01,18C13 ○ 普通金屬製箱 0621

06 060296 bungs of metal ○ たる用金属製栓 18C13 ○ 金屬製桶塞 0621

06 060296 plugs of metal ○ 金属製栓 18C13 ○ 金屬製塞 0621

06 060297 sealing caps of metal ○ 金属製密封キャップ 18C13 ○ 金屬製密封蓋 0621

06 060298 buckles of common metal [hardware] ○ 金属製留め具 13C01 ○ 普通金屬製釦鉤 0603

06 060299 bottle caps of metal ○ 瓶用金属製キャップ 18C13 ○ 金屬製瓶蓋 0621

06 060300 bottle closures of metal ○ 瓶用金属製栓 18C13 ○ 金屬製瓶栓 0621

06 060300 bottle fasteners of metal ○ 瓶用金属製栓 18C13 ○ 金屬製瓶栓 0621

06 060301 knobs of metal ○ 金属製ノブ 07A01 ○ 金屬製球形把手；金屬製旋鈕 0603

06 060302 rods of metal for brazing ○ ろう付け用金属棒 06A01,06A02 ○ 銅焊用金屬棒 0601

06 060303 rods of metal for brazing and welding ○ ろう付け用及び溶接用の金属棒 06A01,06A02 ○ 銅焊及焊接用金屬棒 0601

06 060304 rods of metal for welding ○ 溶接用金属棒 06A01,06A02 ○ 焊接用金屬棒 0601

06 060305 belts of metal for handling loads ○ 金属製荷役用ベルト 09A03 ○ 裝卸用金屬帶 0601

06 060305 straps of metal for handling loads ○ 荷役用金属製ひも 09A03 ○ 裝卸用金屬帶 0601

06 060306 slings of metal for handling loads ○ 荷役用金属製つり索 09A03 ○ 裝卸用金屬製吊索 0601

06 060307 busts of common metal ○
金属製の胸像（貴金属製のものを除
く。）

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 普通金屬製半身像 0607

06 060308 cabanas of metal ○ 金属製の簡易更衣室組立セット 07A04 ○ 金屬製的簡易更衣室 0602

06 060310 booths of metal for spraying paint ○ 吹付け塗装用金属製ブース 09A64 ○ 金屬製噴漆間 0602

06 060310 paint spraying booths of metal ○ 吹付け塗装用金属製ブース 09A64 ○ 金屬製噴漆間 0602

06 060311 cables of metal, non-electric ○
金属製ケーブル（電気用のものを除
く。）

06A01,06A02 ○ 非電氣用金屬製纜索 0601

06 060312 collars of metal for fastening pipes ○ 管固定用金属製環 09F06,13C01 ○ 固定管路用金屬軸環 0603



06 060313 clips of metal for cables and pipes ○
ケーブル用及び管用の金属製クリッ
プ

13C01 ○ 纜繩用及管用金屬夾 0603

06 060314 binding screws of metal for cables ○ ケーブル結束用金属製ねじ 13C01 ○ 纜繩用金屬製夾緊螺釘 0603

06 060315 window frames of metal ○ 金属製窓枠 07A01 ○ 金屬製窗框 0602

06 060316 greenhouse frames of metal ○ 金属製の温室用枠 07A01 ○ 溫室用金屬製骨架 0602

06 060317 duckboards of metal ○ 金属製踏板 07A01 ○ 金屬製遮泥墊路板 0602

06 060318 chimney cowls of metal ○ 金属製煙突帽 07A01 ○ 金屬製煙囪帽 0602

06 060319
binding thread of metal for agricultural

purposes
○ 農業用金属製結束繊条 06A01,06A02 ○ 農業用金屬製捆綁線 0601

06 060320 door openers of metal, non-electric ○
金属製ドアオープナー（電気式のも
のを除く。）

07A01 ○ 非電氣式金屬製開門器 0603

06 060321 tiles of metal for building ○ 建築用金属製タイル 07A01 ○ 建築用金屬製磚 0602

06 060322 tile floorings of metal ○ 金属製床タイル 07A01 ○ 金屬製地磚 0602

06 060323 burial vaults of metal ○ 金属製地下納骨室 20F01 ○ 金屬製墓穴 0614

06 060324 fittings of metal for coffins ○ 棺用金属製金具 13C01 ○ 棺材用金屬製附件 0614

06 060325 loading pallets of metal ○ 荷役用金属製パレット 09A03 ○ 金屬製裝卸用棧板 0630

06 060326 loading gauge rods of metal for railway wagons ○ 金属製鉄道積荷用計測棒 10C01 ○ 鐵路貨車用金屬製裝載測量桿 0628

06 060327 hinges of metal ○ 金属製ちょうつがい 07A01 ○ 金屬製鉸鏈 0603

06 060328 framework of metal for building ○ 建築用金属製枠組材料 07A01 ○ 建築用金屬製骨架 0602

06 060329 door casings of metal ○ 金属製扉枠 07A01 ○ 金屬製門框 0602

06 060329 door frames of metal ○ 金属製扉枠 07A01 ○ 金屬製門框架 0602

06 060330
materials of metal for funicular railway

permanent ways
○ ケーブルカー軌道用金属製材料 07A01 ○ 纜車軌道用金屬製材料 0628

06 060331 chimney pots of metal ○ 煙突用金属製通風管 07A01 ○ 金屬製煙囪頂帽 0602

06 060332 roof gutters of metal ○ 屋根用金属製とい 07A01 ○ 金屬製屋頂排水溝 0602

06 060335 drain traps [valves] of metal ○ 排水用金属製トラップ（バルブ） 09F05 ○ 金屬製排放彎管閥瓣 0627

06 060336 partitions of metal ○ 金属製間仕切り壁 07A01 ○ 金屬製隔板 0602

06 060337 casings of metal for oilwells ○ 油井用金属製ケーシング 06A01,07A01 ○ 油井用金屬製套管 0624

06 060338 containers of metal for liquid fuel ○ 金属製液体燃料用容器 18C01,18C13 ○ 液態燃料用金屬製容器 0621

06 060339 buildings of metal ○ 金属製建築物組立セット 07A04 ○ 金屬製建築物 0602

06 060340 floating containers of metal ○ 金属製浮遊式コンテナ 12A74,18C01 ○ 金屬製漂浮容器 0621

06 060341 ropes of metal ○ 金属製ロープ 18A02 ○ 金屬製繩索 0601

06 060343 cornices of metal ○ 金属製コーニス 07A01 ○ 金屬製飛簷 0602

06 060344 moldings of metal for cornices ○ コーニス用金属製モールディング 07A01 ○ 門楣用金屬製裝飾板條 0602

06 060344 mouldings of metal for cornices ○ コーニス用金属製モールディング 07A01 ○ 門楣用金屬製裝飾板條 0602

06 060345 angle irons of metal ○ 金属製の山形鋼 06A01 ○ 金屬製角鐵 0601

06 060346 windows of metal ○ 金属製窓 07A01 ○ 金屬製窗 0602

06 060347 ironwork for doors ○ 扉用鉄製部品 07A01 ○ 門用鐵件 0603

06 060348 runners of metal for sliding doors ○ 引戸用金属製戸車 07A01 ○ 拉門用金屬製滑軌 0603

06 060349 manhole covers of metal ○ マンホール用金属製ふた 07A01 ○ 金屬製人孔蓋 0602

06 060350 roof coverings of metal ○ 金属製屋根ふき材 07A01 ○ 金屬製屋頂覆蓋物 0602

06 060351 hooks of metal for roofing slates ○ 屋根用スレート用金属製フック 07A01 ○ 屋頂石板用金屬鉤 0603

06 060352 hooks of metal for clothes rails ○ 衣服掛けレール用金属製フック 19B36 ○ 掛衣桿用金屬吊鉤 0603

06 060353 copper wire, not insulated ○ 絶縁処理をしていない銅線 06A02 ○ 未作絕緣處理的銅線 0601

06 060354 vats of metal ○ 金属製大おけ 09G59,18C01 ○ 金屬製桶槽 0621

06 060355 stair treads [steps] of metal ○ 階段用金属製踏板 07A01 ○ 金屬製樓梯踏板 0602

06 060356 gutter pipes of metal ○ 金属製とい 07A01 ○ 金屬製排水溝槽管 0624

06 060357
reels of metal, non-mechanical, for flexible

hoses
○

金属製フレキシブルホース用リール
（機械式のものを除く。）

09G02,19B32 ○ 非機械式可繞軟管用金屬製捲軸 0603

06 060358 towel dispensers of metal ○ 金属製のタオル用ディスペンサー 19B54 ○ 金屬製紙巾分配器 0621

06 060359 water-pipe valves of metal ○ 送水管用金属製バルブ 09F05 ○ 水管用金屬製閥 0627

06 060360 scaffolding of metal ○ 金属製足場 07A01 ○ 金屬製鷹架 0602

06 060361 ladders of metal ○ 金属製はしご 19B34 ○ 金屬製梯子 0602

06 060362 mobile boarding stairs of metal for passengers ○ 乗客用金属製移動式階段 20D50 ○ 乘客用可移動式金屬製舷側梯子 0602

06 060363 bindings of metal ○ 金属製締め具 13C01 ○ 金屬製捆綁線 0601

06 060364 nuts of metal ○ 金属製ナット 13C01 ○ 金屬製螺母 0603

06 060365 poles of metal for power lines ○ 金属製電柱 07A01 ○ 金屬製電線桿 0602

06 060365 posts of metal for power lines ○ 金属製電柱 07A01 ○ 金屬製電線桿 0602

06 060366 branching pipes of metal ○ 金属製分岐管 07A01 ○ 金屬製分岐管 0624

06 060367 enclosures of metal for tombs ○ 墓用金属製囲い 20F01 ○ 墓用金屬製圍欄 0602

06 060368 fences of metal ○ 金属製フェンス 07A01 ○ 金屬製圍籬 0602

06 060370 signboards of metal ○ 金属製看板 20D04 ○ 金屬製告示牌 0625

06 060372 props of metal ○ 金属製支柱 07A01 ○ 金屬製支柱 0602

06 060373 tin ○ すず 06A02 ○ 錫 0601

06 060374 tinplate ○ ブリキ板 06A01 ○ 鍍錫鐵片 0601

06 060375 tinfoil ○ すず箔 06A02 ○ 錫箔 0601

06 060376 sheets and plates of metal ○ 金属の薄板及び厚板 06A01,06A02 ○ 金屬薄板及平板 0601

06 060379 locks of metal for bags ○ かばん用金属製錠 13C02 ○ 皮包用金屬製鎖 0623

06 060380 fittings of metal for furniture ○ 家具用の金属製金具 13C01,13C02 ○ 家具用金屬附件 0603

06 060381 building panels of metal ○ 建築用金属製パネル 07A01 ○ 建築用金屬製壁板 0602

06 060382 figurines of common metal ○
金属製の小立像（貴金属製のものを
除く。）

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 普通金屬製小雕像 0607

06 060382 statuettes of common metal ○
金属製の小立像（貴金属製のものを
除く。）

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 普通金屬製小雕像 0607

06 060383 stretchers for metal bands [tension links] ○
金属バンド用伸張具（引っ張りリン
ク）

09A03 ○ 金屬製繩帶拉伸器 0603

06 060384 foundry molds of metal ○ 金属製鋳型 09A01 ○ 金屬製鑄模 0619

06 060384 foundry moulds of metal ○ 金属製鋳型 09A01 ○ 金屬製鑄模 0619

06 060385 grave slabs of metal ○ 墓碑用金属製平板 20F01 ○ 金屬製墓碑板 0614

06 060385 tomb slabs of metal ○ 墓碑用金属製平板 20F01 ○ 金屬製墓碑板 0614

06 060386 monuments of metal for tombs ○ 墓用金属製記念塔 20F01 ○ 墓用金屬製紀念碑 0614

06 060387 tombstone plaques of metal ○ 墓碑用金属製銘板 20F01 ○ 金屬製墓碑板 0614

06 060388 tombstone stelae of metal ○ 金属製墓碑 20F01 ○ 金屬製墓碑 0614

06 060389 memorial plaques of metal ○ 金属製記念プレート 20E01 ○ 金屬製紀念牌匾 0614

06 060389 memorial plates of metal ○ 金属製記念プレート 20E01 ○ 金屬製紀念牌 0614

06 060390 furnace fireguards of metal ○ 炉用囲い金網 18B02 ○ 金屬製火爐圍欄 0602

06 060391 cask stands of metal ○ たる用金属製スタンド 20A01 ○ 金屬製桶架 0621

06 060393 fittings of metal for beds ○ ベッド用の金属製金具 13C01 ○ 床用金屬附件 0603

06 060394 door fittings of metal ○ 扉用金属製付属品及び金具 07A01,13C01,13C02 ○ 門用金屬附件 0603

06 060395 closures of metal for containers ○ 金属製の容器用栓及びふた 18C13 ○ 容器用金屬製栓蓋 0621

06 060396 sheaf binders of metal ○ 金属製結束繊条 06A01,06A02 ○ 金屬製捆綁繩索 0601

06 060397 crash barriers of metal for roads ○ 道路用金属製ガードレール 07A01 ○ 道路用金屬製防護欄 0602

06 060398 bins of metal ○ 金属製貯蔵容器 18C01,18C13 ○ 金屬製貯藏容器 0621

06 060398 chests of metal ○ 金属製収納箱 20A01 ○ 金屬製貯藏容器 0621

06 060399 identity plates of metal ○ 金属製認識票 19B21 ○ 金屬製識別牌 0625

06 060399 nameplates of metal ○ 金属製ネームプレート 19B21 ○ 金屬製名牌 0625

06 060400 numberplates of metal ○ 金属製ナンバープレート 19B21 ○ 金屬製數字牌 0625

06 060400 registration plates of metal ○ 金属製ナンバープレート 19B21 ○ 金屬製車牌 0625

06 060401 cermets ○ サーメット 06A01,06A02 ○ 金屬陶瓷 0601

06 060402 faucets of metal for casks ○ 樽用金属製蛇口 18C13 ○ 桶用金屬製龍頭 0621

06 060402 taps of metal for casks ○ たる用金属製呑口 18C13 ○ 桶用金屬製龍頭 0621

06 060411 advertisement columns of metal ○ 金属製広告柱 07A01 ○ 金屬製廣告柱 0602

06 060412 mooring buoys of metal ○ 金属製けい留ブイ 09G08,09G49,09G99 ○ 金屬製繫船浮標 0632

06 060413 chimneys of metal ○ 金属製煙突 07A01 ○ 金屬製煙囪 0602

06 060414 chimney shafts of metal ○ 金属製煙突筒 07A01 ○ 金屬製煙囪通風井 0602

06 060415
ducts of metal for ventilating and air-

conditioning installations
○

換気装置用及び空気調和装置用金属
製ダクト

07A01 ○ 通風及空氣調節用金屬製管路 0624

06 060416 foils of metal for wrapping and packaging ○ 包装用金属箔 06A02,19A05 ○ 捆紮及包裝用金屬箔 0601

06 060417 gold solder ○ 金ろう 06A02 ○ 含金焊錫 0601

06 060418 hoppers of metal, non-mechanical ○
金属製ホッパー（機械式のものを除
く。）

09A03,09A08 ○ 非機械式金屬製給料斗 0621

06 060419
letters and numerals of common metal, except

type
○

金属製（貴金属製のものを除く。）
の文字及び数字（活字を除く。）

19B21 ○ 非打字用普通金屬製字母及數字 0625

06 060420 manifolds of metal for pipelines ○ パイプライン用金属製パイプ 06A01,07A01 ○ 管路用金屬製分岐管 0624

06 060421 penstock pipes of metal ○ 水圧管（金属製のもの） 07A01 ○ 金屬製壓力水管 0624

06 060422 telephone booths of metal ○ 金属製電話ボックス 07A04 ○ 金屬製預鑄電話亭 0602



06 060422 telephone boxes of metal ○ 金属製電話ボックス 07A04 ○ 金屬製預鑄電話亭 0602

06 060423 tool boxes of metal, empty ○ 金属製工具箱（空のもの） 19B53 ○ 空的金屬製工具箱 0609

06 060424 tool chests of metal, empty ○ 金属製工具箱（空のもの） 19B53 ○ 空的金屬製工具箱 0609

06 060425 chicken-houses of metal ○ 金属製鶏舎組立セット 07A04 ○ 金屬製雞舍 0602

06 060426 wheel clamps [boots] ○ 車輪止め具 09G99,13B01 ○ 車輪固定夾 0623

06 060427 wire rope ○ ワイヤロープ 18A02 ○ 鋼纜 0601

06 060428 insect screens of metal ○ 金属製虫除け用網戸 20A01 ○ 金屬製防蟲紗窗 0602

06 060430 pitons of metal ○ 金属製ハーケン 24C03 ○ 金屬製岩釘 0603

06 060431 firedogs [andirons] ○ 炉のまき載せ台 19B29 ○ 壁爐柴架 0602

06 060432 wind-driven bird-repelling devices made of metal ○ 風力式鳥類撃退器 09A59,19B99 ○ 金屬製風力驅鳥器 0602

06 060433 metal cages for wild animals ○ 金属製野生動物用おり及びかご 09A46 ○ 金屬製獸籠 0602

06 060434 metals in powder form* ○

金属粉（塗装用・装飾用・印刷用・
美術用の金属粉及び貴金属粉を除
く。）

06A01,06A02 ○ 金屬粉末 0601

06 060435 refractory construction materials of metal ○ 金属製耐火性建築材料 07A01 ○ 金屬耐火建築材料 0602

06 060436 arbours [structures] of metal ○ 金属製あずまや組立セット 07A04 ○ 金屬製涼亭 0602

06 060437 stables of metal ○ 金属製家畜小屋組立セット 07A04 ○ 金屬製家畜棚屋 0602

06 060438 pigsties of metal ○ 金属製豚小屋組立セット 07A04 ○ 金屬製豬圈 0602

06 060439
prefabricated houses [ready-to-assemble] of

metal
○ 金属製プレハブ住宅組立てセット 07A04 ○ 金屬製預鑄組裝房屋 0602

06 060440 trays of metal* ○ 金属製の整理用トレイ 20A01 X 金屬製盤* ―

06 060441 street gutters of metal ○ 金属製側溝 07A01 ○ 金屬製道路排水溝 0602

06 060442 screw tops of metal for bottles ○ 瓶用金属製スクリューキャップ 18C13 ○ 瓶用金屬製螺旋蓋 0621

06 060443 window openers of metal, non-electric ○
金属製窓開口装置（電気式のものを
除く。）

07A01 ○ 非電氣式金屬製開窗器 0603

06 060444 window closers of metal, non-electric ○
金属製窓閉塞装置（電気式のものを
除く。）

07A01 ○ 非電氣式金屬製閉窗器 0603

06 060445 wall tiles of metal ○ 金属製壁タイル 07A01 ○ 金屬製壁磚 0602

06 060446 paving slabs of metal ○ 舗装用金属製スラブ 07A01 ○ 金屬鋪路板 0602

06 060447 slabs of metal for building ○ 建築用金属製スラブ 07A01 ○ 建築用金屬板 0602

06 060448 step stools of metal ○ 金属製踏み台型きゃたつ 19B34 ○ 金屬製梯凳 0602

06 060449
roofing of metal, incorporating photovoltaic

cells
○ 光電池を組み込んだ金属製屋根材 07A01 ○ 置入光伏電池之金屬屋頂板材 0602

06 060450 armored doors of metal ○ 装甲板で保護された金属製扉 07A01 ○ 金屬製裝甲門 0602

06 060450 armoured doors of metal ○ 装甲板で保護された金属製扉 07A01 ○ 金屬製裝甲門 0602

06 060451 bathtub grab bars of metal ○ 金属製浴槽用手すり 19B04,19B57 ○ 金屬製浴缸扶手 0603

06 060452 dispensers of metal for dog waste bags X
［犬の排泄物処理用袋の金属製ディ
スペンサー］

― ○ 金屬製狗排泄物垃圾袋分配器 0621

06 060453 metals in foil or powder form for 3D printers ○ ３Ｄプリンター用の金属箔又は粉 06A01,06A02 ○ ３Ｄ印表機用金屬箔或金屬粉 0601

06 060454 sash fasteners of metal for windows ○ 窓サッシ用金属製締め具 07A01,13C01 ○ 金屬製窗框固定器 0603

06 060455 door fasteners of metal ○ ドア用金属製締め具 07A01,13C01 ○ 金屬製門扣 0603

06 060456 pantiles of metal ○ 金属製パンタイルかわら 07A01 ○ 金屬製波形瓦 0602

06 060457 balustrades of metal ○ 金属製手すり 07A01 ○ 金屬製欄杆 0602

06 060458 cladding of metal for building ○ 建築用の金属製被覆材料 07A01 ○ 建築用金屬製包覆層 0602

06 060459 hot-rolled steel bars ○ 熱間圧延棒鋼 06A01 ○ 熱軋鋼筋 0601

06 060460 bright steel bars ○ 光沢のある棒鋼 06A01 ○ 亮面鋼筋 0601

06 060461 peeled metal bars ○ 金属の外皮を剥離させた金属製棒 06A01,06A02 ○ 車削金屬棒 0601

06 060462 drawn and polished metal bars ○ 延伸及びつや出しされた金属製棒 06A01,06A02 ○ 拉絲及磨光金屬棒 0601

06 060463 bag hangers of metal ○ 金属製バッグハンガー 19B36 ○ 金屬製提袋掛鉤 0603

06 060464 brackets of metal for furniture ○ 家具用の金属製ブラケット 13C01 ○ 家具用金屬製托架 0603

06 060465 labels of metal ○ 金属製ラベル 25B01 ○ 金屬製標籤 0625

06 060466 jerrycans of metal ○ 金属製燃料缶 18C01,18C13 ○ 金屬製汽油罐 0621

06 060467 stakes of metal for plants or trees ○ 金属製植物の茎支持具 19B32 ○ 植物或樹用金屬製樁 0602

06 060468 flagpoles [structures] of metal ○ 金属製旗掲揚柱 07A01 ○ 金屬製建築結構旗竿 0633

06 060469 clips of metal for sealing bags ○
袋を密封するための金属製包装用ク
リップ

13C01,18C13 ○ 金屬製密封夾 0603

06 060470 shoe pegs of metal ○ 金属製靴くぎ 22A02 ○ 金屬製鞋釘 0603

06 060471 shoe dowels of metal ○ 金属製靴合わせくぎ 22A02 ○ 金屬製鞋跟釘 0603

06 060472 safes, electronic ○ 電子式金庫 20A01 ○ 電子保險箱 0604

06 060473 folding doors of metal ○ 金属製折畳み式扉 07A01 ○ 金屬製折門 0602

06 060474 moldings of metal for building ○ 建築用金属製モールディング 07A01 ○ 建築用金屬製裝飾板條 0602

06 060474 mouldings of metal for building ○ 建築用金属製モールディング 07A01 ○ 建築用金屬製裝飾板條 0602

06 060475 fireplace mantles of metal ○ 金属製マントルピース 20A01,20A02 ○ 金屬製壁爐台 0602

06 060476 metal ramps for use with vehicles ○ 乗物用金属製スロープ台 09E99 ○ 用於車輛的金屬坡道 0602

06 060477 crucifixes of common metal, other than jewellery ○ 金属製十字架像（宝飾品を除く。）
20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 非珠寶之普通金屬製十字架 0607

06 060477 crucifixes of common metal, other than jewelry ○ 金属製十字架像（宝飾品を除く。）
20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 非珠寶之普通金屬製十字架 0607

06 060478 swing doors of metal ○ 金属製自在ドア 07A01 ○ 金屬製搖擺門 0602

06 060479 oil drainage containers of metal ○ 金属製排油用容器 18C01,18C13 ○ 金屬製集油容器 0621

06 060480 hand-held flagpoles of metal ○ 金属製手持式旗ざお 19B22 ○ 金屬製手持式旗竿 0633

06 060481 stoppers of metal ○ 金属製栓 18C13 ○ 金屬製塞 0621

06 060482 accordion doors of metal ○ 金属製アコーディオンドア 07A01 ○ 金屬製手風琴門 0602

06 060483 fireplace grates of metal ○ 暖炉の格子（金属製のもの） 19B29 ○ 金屬製壁爐柴架 0602

06 060484 soundproof booths, transportable, of metal ○ 金属製の可搬式防音ブース 07A04 ○ 金屬製可移動式隔音間 0602

06 060485 acoustic panels of metal ○ 金属製吸音パネル 07A01 ○ 金屬製吸音板 0602

06 060486 cold frames of metal ○ 金属製園芸用冷床 07A01 ○ 金屬製植物防寒罩 0602

06 060486 horticultural frames of metal ○ 金属製園芸用枠 07A01 ○ 金屬製園藝骨架 0602

06 060487 zip ties of metal ○ 金属製ジップタイ 18A02 ○ 金屬製束線帶 0601

06 060487 cables ties of metal ○ 金属製ケーブルタイ 18A02 ○ 金屬製束線帶 0601

06 060488
waste dumpsters of metal, other than for medical

use
○

廃棄物用の金属製大型ごみ容器（医
療用のものを除く。）

18C01,18C13,20D50 ○ 金屬製非醫療用大型垃圾箱 0621

06 060489 commemorative statuary cups of common metal ○ 金属製の記念用彫像カップ 20E01 ○ 普通金屬製紀念雕像杯 0607

06 060490 prize cups of common metal ○ 金属製の記念カップ 20E01 ○ 普通金屬製獎杯 0607

06 060491
covers specially made for handling and transport

of metal bottles for compressed gas
○

圧縮ガス用金属製びんの持ち運び専
用カバー

18C01,18C13 ○
搬運及輸送壓縮氣體之金屬瓶專用
護套

0621

06 060492 recycling bins of metal ○ 金属製リサイクル用貯蔵容器 18C01,18C13 ○ 金屬製回收桶 0621

06 060493 sew-on tags of metal for clothing ○ 被服用の金属製縫い付けタグ 25B01 ○ 服裝用縫合式金屬製標籤 0625

06 060494 adhesive tags of metal for bags ○ かばん用の金属製接着性タグ 25B01 ○ 袋用黏貼式金屬製標籤 0625

06 060495 floating floor boards of metal ○ 金属製置床板 07A01 ○ 金屬製浮動地板 0602

06 060496 queue ticket dispensers of metal ○ 金属製手動式チケット発行器具 09E21 ○ 金屬製排隊取號器 0635

06 060497 boxes of metal for dispensing paper towels ○ 紙タオル取り出し用金属製箱 19B54 ○ 金屬製紙巾抽取盒 0621

06 060498 toilet paper dispensers of metal ○
金属製トイレットペーパーディスペ
ンサー

19B56 ○ 金屬製衛生紙分配器 0621

06 060499 casement windows of metal ○ 金属製開き窓 07A01 ○ 金屬製推射窗 0602

06 060500 rockfall prevention nets of metal ○ 金属製の落石防止網 07A01 ○ 金屬製落石防止網 0601

06 060501
building materials of metal with soundproofing

qualities
○ 防音処理を施した金属製建築材料 07A01 ○ 金屬製隔音建造材料 0602

06 060501
construction materials of metal with

soundproofing qualities
○ 防音処理を施した金属製建築材料 07A01 ○ 金屬製隔音建築材料 0602

07 070001 shaft couplings [machines] ○ 軸継手（機械用のもの） 09F01 ○ 聯軸器 0729

07 070002 acetylene cleaning apparatus ○ アセチレン清浄装置 09A06 ○ 乙炔清洗機 0713

07 070003 converters for steelworks ○ 製鋼用転炉 09A12 ○ 製鋼用轉化爐 0722

07 070004 tape dispensing machines for industrial use ○
工業用テープディスペンサー（機
械）

09D01 ○ 工業用膠帶分配器 0708

07 070005 aerating pumps for aquaria ○ 水槽用通気ポンプ 09C01,19B55 ○ 魚池用灌氣幫浦 0727

07 070006 aerocondensers ○ 空気冷却器 09A06,09E11 ○ 空氣冷凝器 0729

07 070007 agitators ○ かくはん機
09A03,09A06,09A08,

09A10,09A41,09A64,

09A67,09A69,09E28

X 攪拌器 ―

07 070008 agricultural machines ○ 農業用機械
09A41,09A43,09A45,

09A47
○ 農業用機械 0703

07 070009 agricultural elevators ○ 農業用エレベーター 09A03,09A41 ○ 農業用升降機 0701

07 070010 filters for cleaning cooling air, for engines ○
冷却空気清浄用ろ過器（機関用のも
の）

09B01 ○ 引擎用冷卻空氣清淨過濾器 0729

07 070011 air condensers ○ 空気冷却器 09A06,09E11 ○ 空氣冷凝器 0729

07 070012 apparatus for drawing up beer under pressure ○ 圧力式ビールくみ上げ装置 09C01 ○ 加壓式啤酒汲取機 0702、0738



07 070013
size adjustment cutting machines for industrial

purposes
X ［工業用の大きさ調整裁断機械］ ― ○ 工業用尺寸調整切割機 0706

07 070014 road rollers ○ ロードローラー 09A03 ○ 壓路機 0710

07 070014 steamrollers ○ 蒸気ローラー 09A03 ○ 蒸汽壓路機 0710

07 070015 carburetter feeders ○ 気化器用フィーダ 09B01 ○ 汽化器用供料器 0729

07 070016 igniting devices for internal combustion engines ○ 内燃機関用点火装置 09B01 ○ 內燃機用點火裝置 0729

07 070018 alternators ○ 交流発電機 11A01 ○ 交流發電機 0724

07 070019 valves [parts of machines] ○ バルブ（機械部品） 09F05 ○ 閥（機械零件） 0729

07 070020 axles for machines ○ 機械用車軸 09F01 ○ 機械用軸 0729

07 070021 crank shafts ○ クランク軸 09F01 ○ 曲軸 0729

07 070022
transmission shafts, other than for land

vehicles
○

伝導軸（陸上の乗物用のものを除
く。）

09F01 ○ 傳動軸（陸上交通工具用除外） 0729

07 070023 lifts, other than ski-lifts ○ 昇降機（スキーリフトを除く。） 09A03 ○ 升降機（滑雪纜車用除外） 0701

07 070024 elevators [lifts] ○ エレベーター（昇降機） 09A03 ○ 電梯 0701

07 070026 mixing machines ○ 混合機
09A03,09A06,09A08,

09A10,09A41,09A64,

09A67,09A69,09E28

X 混合攪拌機 ―

07 070027 self-oiling bearings ○ 自動注油軸受 09F01 ○ 自動潤滑軸承 0729

07 070028 ploughs ○ すき 09A41 ○ 犁 0703

07 070029 aeroplane engines ○ 航空機用エンジン 09B01 ○ 飛機用引擎 0724

07 070030 colour-washing machines ○ 塗装用機械 09A64 ○ 塗裝用機械 0716

07 070030 whitewashing machines ○ 水しっくい塗装用機械 09A64 ○ 塗裝粉刷用機械 0716

07 070031 grease rings [parts of machines] ○ オイルリング（機械部品） 09B01,09F02 ○ 潤滑油環（機械零件） 0729

07 070032 piston rings ○
ピストンリング（機関用のもの及び
機械要素）

09B01,09C01,09F02 ○ 活塞環 0729

07 070032 piston segments ○
ピストンリング（機関用のもの及び
機械要素）

09B01,09C01,09F02 ○ 活塞環 0729

07 070033 dynamo brushes ○ 発電機用ブラシ 11D01 ○ 發電機用電刷 0729

07 070034 road sweeping machines, self-propelled ○ 道路清掃用機械（自走式のもの） 09E29 ○ 自走式道路清掃機 0713

07 070035 saw benches [parts of machines] ○ のこぎり台（機械部品） 09A01,09A09 ○ 鋸台（機械零件） 0722

07 070036 belts for conveyors ○ コンベヤー用ベルト 09A03 ○ 輸送機用傳動帶 0737

07 070037 belt conveyors ○ ベルトコンベヤー 09A03 ○ 帶式輸送機 0701

07 070038 churns ○ かく乳器 09A08 ○ 工業用攪乳器 0702

07 070039 drums [parts of machines] X ［ドラム（機械部品）］ ― ○ 滾筒（機械零件） 0729

07 070040 housings [parts of machines] X ［ハウジング（機械部品）］ ― ○ 外罩（機器零件） 0729

07 070041 stands for machines X ［機械用台］ ― ○ 機械用台架 0729

07 070042 mills [machines] ○ 製粉機（機械） 09A08 X 碾磨機（機械） ―

07 070043 threshing machines ○ 脱穀機 09A41 ○ 打穀機 0703

07 070044 beating machines ○ おさ打ち装置 09A01,09A07 ○ 打漿機 0702

07 070045 concrete mixers [machines] ○ コンクリートミキサー（機械） 09A03 ○ 混凝土攪拌機（機械） 0710

07 070046 butter machines ○ バター製造機 09A08 ○ 奶油製造機 0702

07 070047 bicycle dynamos ○ 自転車用発電機 11A01 ○ 自行車用發電機 0724

07 070048 connecting rods for machines, motors and engines ○ 機械用・原動機用又は機関用連接棒 09B01,09F02 ○ 機械及馬達及引擎用連桿 0729

07 070049 ball-bearings ○ 玉軸受 09F01 ○ 滾珠軸承 0729

07 070050 bitumen making machines ○ ビチューメン製造機 09A03,09A99 ○ 瀝青製造機 0725

07 070051 harvesting machines ○ 収穫機 09A41 ○ 收割機 0703

07 070051 mowing and reaping machines ○ 自動刈取機 09A41 ○ 割草機和收割機 0703

07 070052 sheaf-binding machines ○ 結束機械 09A65 ○ 捆紮機 0708

07 070054 bobbins for weaving looms ○ 織機用ボビン 09A07 ○ 織布機用線軸 0706

07 070054 reels for weaving looms ○ 織機用巻き枠 09A07 ○ 織布機用線軸 0706

07 070055 woodworking machines ○ 木工機械 09A09 ○ 木工機械 0705

07 070056 apparatus for aerating beverages ○ 炭酸飲料製造装置 09A08 ○ 碳酸飲料製造裝置 0702

07 070057 hosiery looms [machines] ○ メリヤス機械器具 09A07 ○ 織襪機（機器） 0706

07 070058 binding apparatus for hay ○ 干し草用結束装置 09A41 ○ 乾草用捆束機 0708

07 070058 trussing apparatus for hay ○ 干し草用結束装置 09A41 ○ 乾草用捆束機 0708

07 070059 mud catchers and collectors [machines] ○ しゅんせつ機械 09A03 ○ 集泥器（機械） 0714

07 070061 glow plugs for Diesel engines ○ ディーゼルエンジン用グロープラグ 09B01 ○ 柴油引擎用預熱塞 0729

07 070062 threading machines ○ ねじ切り盤 09A01 ○ 攻絲機 0722

07 070063 rinsing machines ○ すすぎ用機械 09A07 ○ 清洗用機械 0713

07 070064 bottle filling machines ○ 瓶充てん機 09A08 ○ 裝瓶機 0708

07 070065 bottle washing machines ○ 瓶洗機 09A63 ○ 洗瓶機 0713

07 070066 brewing machines ○ 醸造用機械 09A08 ○ 釀造用機械 0702

07 070067 tambours for embroidery machines ○ 刺しゅう機械用刺しゅう枠 09A07 ○ 刺繡機用刺繡框 0706

07 070068 brushes [parts of machines] ○ 電機ブラシ（機械部品） 11D01 ○ 電刷（機械零件） 0729

07 070069 bulldozers ○ ブルドーザー 09A03 ○ 推土機 0710

07 070070 shovels, mechanical ○ 機械式ショベル 09A03 ○ 機械鏟 0710

07 070071 mortising machines ○ ほぞ穴盤 09A01,09A09,09A70 ○ 鑿榫眼機 0722

07 070071 paring machines ○
金属加工用・木工用・石材加工用削
り機

09A01,09A09,09A70 X 削皮機 ―

07 070072 capstans ○ キャプスタン 09A03 ○ 絞盤 0701

07 070073 automatic grapnels for marine purposes ○ 船舶用自動四爪アンカー 09A03 ○ 船舶用自動錨 0732

07 070074 belts for machines ○ 機械用ベルト 09F02 ○ 機械用皮帶 0737

07 070075 cowlings [parts of machines] ○ 航空機エンジンカバー 09B01 ○ 整流罩（機械零件） 0729

07 070075 guards [parts of machines] X ［ガード（機械部品）］ ― ○ 護罩（機械零件） 0729

07 070075 hoods [parts of machines] X ［フード（機械部品）］ ― ○ 護罩（機械零件） 0729

07 070076 type-setting machines [printing] ○ 植字機（印刷用のもの） 09A11 ○ 排字機（印刷） 0739

07 070077 injectors for engines ○ 機関用インジェクター 09B01 ○ 引擎用噴射器 0724

07 070078 carburetters ○
化学機械用・機関用・ボイラー用気
化器

09A06,09B01 ○ 汽化器 0725

07 070079 card clothing [parts of carding machines] ○ 針布（梳綿機部品） 09A07 ○ 針布（梳棉機用零件） 0706

07 070080 knives being parts of machines X ［機械部品としての刃］ ― ○ 機械用刀具 0743

07 070081 boxes for matrices [printing] ○ 字母用箱 09A11 ○ 字模盒（印刷） 0739

07 070082 cinder sifters [machines] ○ 燃え殻ふるい機 09G63 ○ 爐渣濾篩（機械） 0729

07 070083 cream/milk separators ○ クリーム又は牛乳分離器 09A08 ○ 乳脂分離機 0702

07 070084 spin dryers [not heated] ○
遠心分離式脱水機（熱によらないも
の）

09A06,09A07,09A08,

09A09,09A11,09A41,

09A64,09E23

○ 脫水機 0738

07 070084 spin driers [not heated] ○
遠心分離式脱水機（熱によらないも
の）

09A06,09A07,09A08,

09A09,09A11,09A41,

09A64,09E23

○ 脫水機 0738

07 070085 lubricators [parts of machines] X ［注油器（機械部品）］ ― ○ 潤滑器（機械零件） 0729

07 070086 centrifugal machines ○ 遠心機 09A06 ○ 離心機 0725

07 070086 centrifuges [machines] ○ 遠心分離機 09A06 ○ 離心機 0725

07 070087 centrifugal mills ○ 遠心製粉機
09A02,09A08,09A09,

09A10
X 離心磨粉機 ―

07 070088 centrifugal pumps ○ 遠心ポンプ 09C01 ○ 離心幫浦 0727

07 070089 corn and grain husking machines ○ とうもろこし及び穀物の皮むき機械 09A41 ○ 玉米及穀物的去殼機 0703

07 070089 corn husking machines ○ とうもろこしの皮むき機械 09A41 ○ 玉米去殼機 0703

07 070089 grain husking machines ○ 穀物の皮むき機械 09A41 ○ 穀物去殼機 0703

07 070090 milling machines ○ フライス盤 09A01 ○ 銑床 0722

07 070091 bearing brackets for machines ○ 機械用軸受台 09F01 ○ 機械用軸承架 0729

07 070092 hangers [parts of machines] ○ ハンガー（機械部品） 09F01 ○
吊架（機械零件）；吊具（機械零
件）

0729

07 070093 carbon brushes [electricity] ○ 炭素ブラシ（電気用のもの） 11D01 ○ 碳刷（電氣用） 0729

07 070094 coal-cutting machines ○ コールカッター 09A02 ○ 截煤機 0711

07 070095 hoists ○ ホイスト 09A03 ○ 起重機 0701

07 070096 loading ramps ○ 積込み用傾斜プラットホーム 09A03 ○ 裝卸用坡台 0701

07 070097 carriages for knitting machines ○ 編機用キャリッジ 09A07 ○ 編織用紡車 0706

07 070097 sliders for knitting machines ○ 編機用スライダー 09A07 ○ 針織機的推梭框 0706

07 070097 slides for knitting machines ○ 編機用スライダー 09A07 ○ 針織機的推梭框 0706

07 070098 lathes [machine tools] ○ 旋盤 09A01 ○ 木工車床；金屬加工車床 0705；0722

07 070099 pulleys* ○ プーリー 09F02 ○ 滑輪* 0729

07 070100 ploughshares ○ すき先 09A41 ○ 犁頭 0703

07 070101 fittings for engine boilers ○ 機関ボイラー用付属品 09B01 X 引擎鍋爐用配件 ―

07 070102 wine presses ○ ぶどう搾り機 09A08 ○ 製酒用壓榨機 0702



07 070103 cigarette machines for industrial purposes ○ 工業用紙巻たばこ製造機械 09A62 ○ 工業用香煙製造機械 0721

07 070104 bending machines ○ 曲げ機械 09A01 ○ 金屬加工折床 0722

07 070105 shears, electric ○ 電気式剪断器 09A01 X 電動剪切機 ―

07 070106 scissors, electric ○ 電気式はさみ
09A01,09A07,09A08,

09A09,09A10,09A41
○ 電動剪刀 0741

07 070107 chisels for machines ○
金属加工用・木工用・石材加工用た
がね

09A01,09A09,09A70 ○ 機械用鑿子 0743

07 070108 clack valves [parts of machines] ○ 逆止弁（機械部品） 09F05 ○ 瓣閥（機械零件） 0729

07 070109 filter presses ○ フィルタープレス 09A06 ○ 壓濾器 0729

07 070110 scale collectors for machine boilers ○ 機械用ボイラーの湯あか収集機 09B01 ○ 機械用鍋爐水垢收集器 0714

07 070111 pedal drives for sewing machines ○ ミシン用ペダル式駆動装置 09A13 ○ 縫紉機傳動踏板 0736

07 070112 type-setting machines [photocomposition] ○ 写真植字機 09A11 ○ 排字機（照相排版） 0739

07 070113 compressors [machines] ○ 圧縮機 09C01 ○ 壓縮機 0727

07 070114 turbocompressors ○ ターボ圧縮機 09C01 ○ 渦輪壓縮機 0727

07 070115 steam condensers [parts of machines] X ［蒸気凝縮器（機械部品）］ ― ○ 冷凝器（蒸汽）（機械零件） 0729

07 070116 condensing installations ○ 凝縮装置 09A06,09A08 ○ 冷凝器 0729

07 070117 pulleys [parts of machines] ○ プーリー（機械部品） 09F02 ○ 滑輪（機械零件） 0729

07 070118 joints [parts of engines] ○ 機関用継ぎ手 09B01 ○ 接頭（引擎零件） 0729

07 070118 sealing joints [parts of engines] ○ 機関用シールジョイント 09B01 ○ 密封接頭（引擎零件） 0729

07 070119 cord making machines ○ ひも製造機械 09A07 ○ 繩索製造機械 0732

07 070120 typecasting machines ○ 活字鋳造機械 09A11 ○ 鑄字機 0739

07 070122 clippers [machines] ○ 繊維機械用・農業機械用剪毛機械 09A07,09A41 ○ 修剪機（機械） 0704、0741

07 070123 cutters [machines] ○ 切断装置

09A01,09A02,09A03,

09A07,09A08,09A09,

09A10,09A11,09A41,

09A63,09A67,09A70,

09G54

○ 切割機（機械） 0722

07 070124 current generators ○ 発電機 11A01 ○ 發電機 0724

07 070125 drilling heads [parts of machines] ○ ドリルヘッド（機械部品） 09A01,09A02,09A03 ○ 鑽頭（機械零件） 0743

07 070126 dynamo belts ○ 発電機用ベルト 09F02 ○ 發電機用皮帶 0737

07 070127 elevator belts ○ エレベーター用ベルト 09A03 ○ 升降機用傳動帶 0737

07 070127 lift belts ○ 昇降機用ベルト 09A03 ○ 升降機用傳動帶 0737

07 070128 stitching machines ○ 綴じ機 09A11,09A13 ○ 縫合機 0706

07 070129 air cushion devices for moving loads ○ 重量物移動用空気式クッション 09A03 ○ 貨物搬運用的空氣減震裝置 0729

07 070130 bearings [parts of machines] ○ 軸受（機械部品） 09F01 ○ 軸承（機械零件） 0729

07 070131 knives, electric ○ 家庭用調理用電動ナイフ 11A06 X 電動刀具 ―

07 070132 rack and pinion jacks ○ ラック駆動ジャッキ 09A03 ○ 齒條齒輪傳動裝置 0724

07 070133 sifting installations ○ ふるい分け機
09A02,09A06,09A08,

09A41
○ 篩選裝置 0732

07 070135 jacks [machines] ○ ジャッキ（機械） 09A03 ○ 千斤頂（機械） 0701

07 070136 leather-working machines ○ 革加工機械 09A61 ○ 皮革加工機 0707

07 070137 cylinder heads for engines ○ 機関用シリンダーヘッド 09B01 ○ 引擎用汽缸蓋 0729

07 070138 cultivators [machines] ○ 耕うん機 09A41 ○ 耕耘機 0703

07 070139 cylinders for machines ○
機関用・ポンプ用その他の機械用シ
リンダー

09B01,09C01,09F02 ○ 機械用汽缸 0729

07 070140 printing cylinders ○ 印刷用シリンダー 09A11 ○ 印刷滾筒 0739

07 070141 rolling mill cylinders ○ 圧延機用シリンダー 09A01 ○ 軋鋼機滾筒 0729

07 070143 sorting machines for industry ○ ふるい分け機
09A02,09A06,09A08,

09A41
○ 工業用揀選機 0732

07 070145 hoppers [mechanical discharging] ○ ホッパー（荷卸し機械） 09A03 ○ 送料斗（裝卸機械） 0701

07 070146 cutting machines ○ 切断装置

09A01,09A02,09A03,

09A07,09A08,09A09,

09A10,09A11,09A41,

09A63,09A67,09A70,

09G54

X 切割機 ―

07 070147 de-aerators for feedwater ○ 給水用脱気器
09A06,09A08,09A11,

09A68,09A99,09B01
○ 供水用脫氧器 0725

07 070148 turf removing ploughs ○ 芝移植用すき 09A41 ○ 草皮移植用犁 0703

07 070149 degreasers [machines] X ［デグリーサー］ ― ○ 除油機（機械） 0714

07 070150 starters for motors and engines ○ 原動機用スターター 11A01 ○ 馬達和引擎用起動器 0724

07 070151 lace making machines ○ レース製造機 09A07 ○ 花邊織機 0706

07 070152 steam/oil separators ○ 蒸気・油分離器 09A06,09B01,09C01 ○ 油水分離器 0725

07 070153 disintegrators ○ 粉砕機
09A01,09A02,09A03,

09A06,09A08,09A10,

09A41,09G63

X 粉碎機 ―

07 070154 pressure reducers [parts of machines] ○ 減圧器（機械部品） 09F05 ○ 減壓器（機械零件） 0729

07 070155 reeling apparatus, mechanical ○
荷役用巻上機、糸巻機、製紙用巻き
取り機

09A03,09A07,09A10 ○ 機械式捲軸裝置 0732

07 070157 leather paring machines ○ 皮剥ぎ機 09A61 ○ 皮革削皮機 0707

07 070158 drainage machines X ［排水用機械］ ― ○ 排水用機械 0727

07 070159 apparatus for dressing ○
金属加工用・木工用・プラスチック
加工用又は石材加工用の仕上げ装置

09A01,09A09,09A67,

09A70
X 修整機 ―

07 070159 apparatus for machining ○ 機械加工用装置
09A01,09A09,09A11,

09A13,09A67,09A70
X 修整機 ―

07 070159 trimming machines ○
金属加工用・木工用・プラスチック
加工用トリミング機械

09A01,09A09,09A67,

09A70
X 機械加工裝置 ―

07 070160 dynamos ○ 発電機 11A01 ○ 發電機 0724

07 070162 sewage pulverisers ○ 下水汚物粉砕機 09G63 ○ 污物粉碎機 0714

07 070162 sewage pulverizers ○ 下水汚物粉砕機 09G63 ○ 污物粉碎機 0714

07 070163 apparatus for aerating water ○ 炭酸水製造装置 09A08 ○ 碳酸水製造裝置 0702

07 070164
machines for the mineralisation of drinking

water
○ 飲料水の鉱化装置 09A08 ○ 礦泉水製造用機械 0702

07 070164
machines for the mineralization of drinking

water
○ 飲料水の鉱化装置 09A08 ○ 礦泉水製造用機械 0702

07 070165 water heaters being parts of machines X ［機械部品としての温水器］ ― ○ 作為機器零件之水加熱器 0729

07 070166 fleshing machines ○ 肉削ぎ機（製革機械） 09A61 ○ 切肉機 0702

07 070167 die-cutting and tapping machines ○ 切削用及びねじ立て用の機械 09A01 ○ 沖切及攻絲用機械 0722

07 070167 nut-tapping machines ○ ねじ立て盤 09A01 ○ 螺母攻絲機 0722

07 070168 stalk separators [machines] ○
植物の茎、花梗、葉、実又は葉柄等
の選別機

09A41 ○ 莖梗分離機（機械） 0702

07 070169 grain separators ○ 脱殻機 09A41 ○ 穀物脫粒機 0703

07 070170 ejectors ○ エゼクタ 09C01 ○ 噴射器 0729

07 070171 electricity generators ○ 発電機 11A01 ○ 發電機 0724

07 070172 elevating apparatus ○ エレベーター装置 09A03 ○ 升降機 0701

07 070173 swaging machines ○ すえ込み機 09A01 ○ 鍛造機 0722

07 070174 clutches, other than for land vehicles ○
クラッチ機構（陸上の乗物用のもの
を除く機械要素）

09F02 ○ 離合器（陸上交通工具除外） 0729

07 070175 inking apparatus for printing machines ○ 印刷機用インキ付け装置 09A11 ○ 印刷上墨機 0739

07 070176 feeders [parts of machines] X ［フィーダ（機械部品）］ ― ○ 進料器（機械零件） 0729

07 070177 wrapping machines ○ 包装用機械 09A65 ○ 包裝用機械 0708

07 070178 escalators ○ エスカレーター 09A03 ○ 電扶梯 0701

07 070178 moving staircases [escalators] ○ エスカレーター 09A03 ○ 電扶梯 0701

07 070179 pumps [parts of machines, engines or motors] ○
ポンプ（機械用及び原動機用の部
品）

09C01 ○ 幫浦（機械、引擎或馬達零件） 0727

07 070180 stamping machines ○ 型打ち機 09A01 ○ 打印機 0739

07 070181 die-stamping machines ○
金属加工用・製本用・革加工用型押
し機械

09A01,09A10,09A61 ○ 模具沖壓機 0722

07 070182 labellers [machines] ○ ラベル貼り機 09A65 ○ 標籤機 0708

07 070183 metal drawing machines ○ 金属用引抜機 09A01 ○ 金屬拉絲機 0722

07 070184 excavators ○ 掘削機 09A03 ○ 挖掘機 0710

07 070185 extractors for mines ○ 鉱山用抽出器 09A02 ○ 採礦用採掘機 0701

07 070185 haulage apparatus [mining] ○ 運搬装置（採鉱用のもの） 09A02 ○ 採礦用搬運機械 0701

07 070186 tedding machines ○ 草干し機 09A41 ○ 翻曬機 0703、0704

07 070187 sieves [machines or parts of machines] ○ ふるい（機械又は機械部品）
09A02,09A06,09A08,

09A41
○ 篩（機械或是機械的零件） 0729

07 070188 knives for mowing machines ○ 草刈機用刃 09A41,09G54 ○ 割草機用刀具 0743



07 070189 blades [parts of machines] X ［刃（機械部品）］ ― ○ 刀刃（機械零件） 0743

07 070190 spinning machines ○ 紡績機 09A07 ○ 紡紗機 0706

07 070191 spinning wheels ○ 紡ぎ車 09A07 ○ 紡車 0706

07 070192 filtering machines ○ ろ過用機械 09A06,09A08,09A43 X 過濾用機械 ―

07 070193 finishing machines ○
金属加工用・木工用・プラスチック
加工用の仕上げ機械

09A01,09A09,09A67 X 修整用機械 ―

07 070194 chucks [parts of machines] ○ チャック（機械部品） 09A01,09A09 ○ 夾頭（機械零件） 0729

07 070195 fodder presses ○ 飼料圧搾機 09A41 ○ 飼料用壓榨機 0704

07 070196 foundry machines ○ 鋳造用機械 09A01 ○ 鑄造機 0722

07 070197 pistons for cylinders ○ シリンダー用ピストン 09B01,09C01,09F02 ○ 汽缸用活塞 0729

07 070198 stuffing boxes [parts of machines] ○ パッキンボックス（機械部品） 09F01 ○ 填料箱（機械零件） 0729

07 070199
blowing machines for the compression, exhaustion

and transport of gases
○

ガスの圧縮用・排出用及び搬送用の
送風機

09C01 ○ 氣體壓縮排除及搬運用鼓風機 0724

07 070201 lawnmowers [machines] ○ 芝刈機（機械） 09G54 ○ 割草機（機械） 0703

07 070202 tarring machines ○ タール塗布用機械 09A64 ○ 塗瀝青機 0710

07 070203
blowing machines for the compression, sucking

and carrying of grain
○

穀物の圧縮用・吸引用及び搬送用の
送風機

09C01 ○ 穀物壓縮吸取及搬運用鼓風機 0724

07 070203
blowing machines or fans for the compression,

sucking and carrying of grain
○

穀物の圧縮用・吸引用及び搬送用の
送風機又はファン

09C01 ○
穀物壓縮吸取及搬運用鼓風機或風
扇

0724

07 070203
fans for the compression, sucking and carrying

of grain
○

穀物の圧縮用・吸引用及び搬送用の
ファン

09C01 ○ 穀物壓縮吸取及搬運用風扇 0724

07 070204 grease boxes [parts of machines] ○ グリース箱 09F01 ○ 潤滑油箱（機械零件） 0729

07 070205 lubricating pumps ○ 潤滑油ポンプ 09C01 ○ 潤滑用幫浦 0727

07 070206 embossing machines ○
金属加工用・製本用・革加工用型付
け機械

09A01,09A10,09A61 ○ 壓模機 0722

07 070207 engraving machines ○
金属加工用・木工用・石材加工用彫
刻盤

09A01,09A09,09A70 ○ 雕刻機 0732

07 070208 notchers [machine tools] X ［切り欠き機械（工作機械）］ ― ○ 切口機（機械工具） 0722

07 070209 guides for machines X ［機械用誘導装置］ ― ○ 機器導軌 0729

07 070210 chaff cutters ○ わら裁断機 09A41 ○ 割草機 0703

07 070210 straw [chaff] cutters ○ わら裁断機 09A41 ○ 割草機 0703

07 070211 meat choppers, electric ○ 電気式肉切り機 09A08 ○ 電動切肉機 0702

07 070211 meat mincers, electric ○ 電気式肉ひき機 09A08 ○ 電動碎肉機 0702

07 070212 gears for weaving looms ○ 織機用歯車 09F02 ○ 紡織機用齒輪 0729

07 070213 harrows ○ 砕土機 09A41 ○ 耙土機 0703

07 070214 atomisers [machines] ○ 噴霧装置 09A41,09A64 ○ 噴霧器（機械） 0716

07 070214 pulverisers [machines] ○ 噴霧装置 09A41,09A64 ○ 噴霧器（機械） 0716

07 070214 spraying machines ○ 噴霧装置 09A41,09A64 ○ 噴霧機 0716

07 070215 hydraulic turbines ○ 水力タービン・水車 09B01,09B02 ○ 水力渦輪機 0724

07 070216 printing machines for use on sheet metal ○ シートメタル用印刷機 09A11 ○ 金屬薄板用印刷機 0739

07 070217 printing plates ○ 印刷版 09A11 ○ 印刷板 0739

07 070218 printing machines ○ 印刷機 09A11 ○ 印刷機 0739

07 070219 printing presses ○ 印刷機 09A11 ○ 印刷機 0739

07 070220 printing rollers for machines ○ 印刷機械用ローラー 09A11 ○ 印刷機用滾筒 0739

07 070222 dairy machines ○ 酪農用機械器具 09A41,09A43 ○ 乳品製造機 0702

07 070223 chaff cutter blades ○ わら裁断機用刃 09A41 ○ 割草機用刀具 0743

07 070224 loom shafts ○ 織機用軸 09F01 ○ 織布機用軸 0729

07 070225 blade sharpening [stropping] machines ○ 刃研磨機 09A01 ○ 磨刀機 0722

07 070225 stropping machines ○ 革砥による金属研磨機 09A01 ○ 磨刀機 0722

07 070226 saw blades [parts of machines] X ［のこぎりの刃（機械部品）］ ― ○ 鋸條（機械零件） 0743

07 070227 blade holders [parts of machines] X ［ブレードホルダー］ ― ○ 刀刃固定座（機械零件） 0729

07 070228 rolling mills ○ 圧延機 09A01 ○ 軋鋼機 0722

07 070229 thermic lances [machines] ○ 熱切断機 09A01,09A03,09G99 ○ 熱力魚叉（機械） 0704

07 070230 cranks [parts of machines] ○ クランク（機械部品） 09F01 ○ 曲柄（機械零件） 0729

07 070231 dishwashers ○ 食器洗浄機 09E28,11A06 ○ 洗碗機 0738

07 070233 washing apparatus ○ 洗浄装置
09A01,09A05,09A06,

09A07,09A08,09A68,

09E28,11A06

○ 清洗裝置 0713

07 070234 washing machines [laundry] ○ 電気洗濯機 09E23,11A06 ○ 營業用洗衣機 0738

07 070235 vehicle washing installations ○ 乗物用洗浄機 09E27 ○ 電動洗車機 0713

07 070235 washing installations for vehicles ○ 乗物用洗浄機 09E27 ○ 電動洗車機 0713

07 070236 coin-operated washing machines ○ 硬貨作動式洗濯機 09E23 ○ 投幣式洗衣機 0738

07 070237 lifting apparatus ○ 昇降装置 09A03 ○ 起重設備 0701

07 070239 wringing machines for laundry ○ 業務用の洗濯物絞り機 09E23 ○ 洗衣店用絞乾機 0738

07 070240 smoothing presses ○ スムージングプレス（製紙機械） 09A10 X 壓平機 ―

07 070241 driving motors, other than for land vehicles ○
駆動原動機（陸上の乗物用のものを
除く。）

09B01 ○
驅動用原動機（陸上交通工具除
外）

0724

07 070242 steam engines ○ 蒸気機関 09B01 ○ 蒸汽機 0724

07 070243 machine tools X ［工作機械］ ― X 工具機 ―

07 070244 igniting magnetos ○ 点火用マグネト発電機 11A01 ○ 點火式磁力發電機 0724

07 070245 handling apparatus for loading and unloading ○ 積卸し用装置 09A03 ○ 裝卸用處理裝置 0701

07 070246 paper feeders [printing] ○ 印刷用給紙装置 09A11 ○ 印刷用進紙機 0739

07 070247 hammers [parts of machines] X ［ハンマー（機械部品）］ ― ○ 錘（機械零件） 0729

07 070248 power hammers ○ パワーハンマー 09A03 ○ 電動錘 0741

07 070249 pneumatic hammers ○ 空気ハンマー 09A01 ○ 氣動錘 0741

07 070250 tilt hammers ○ はねハンマー 09A01 ○ 輪錘 0741

07 070251 derricks ○ デリック 09A03 ○ 懸臂起重機 0701

07 070252
propulsion mechanisms, other than for land

vehicles
○

推進装置（陸上の乗物用のものを除
く。）

09B01 ○ 非陸上交通工具用推進器 0724

07 070253
transmission mechanisms, other than for land

vehicles
○

伝導装置（陸上の乗物用のものを除
く。）

09F02 ○ 非陸上交通工具用傳動裝置 0724

07 070254 regulators [parts of machines] X ［レギュレーター（機械部品）］ ― ○ 調節器（機械零件） 0729

07 070255 tobacco processing machines ○ たばこ加工機械 09A62 ○ 香煙加工機 0721

07 070256 crushers for kitchen use, electric ○ 台所用電気式クラッシャー 11A06 ○ 廚房用電動壓碎機 0738

07 070257 pump diaphragms ○ ポンプ用ダイヤフラム 09C01 ○ 泵膜片 0729

07 070258 metalworking machines ○ 金属加工機械 09A01 ○ 金屬加工機械 0722

07 070259 looms [machines] ○ 織機（機械） 09A07 ○ 織布機（機器） 0706

07 070260 spinning frames ○ 精紡機 09A07 ○ 精紡機 0706

07 070262 millstones ○ 食料加工用・陶土加工用臼石 09A08,09A70 ○ 磨石機 0710

07 070263 grinding machines ○ 研削盤 09A01 ○ 金屬加工磨床 0722

07 070264 mine borers ○ 鉱山用せん孔機 09A02 ○ 採礦用鑽孔機 0711

07 070265 ore treating machines ○ 鉱石処理機械 09A02 ○ 礦石處理機械 0711

07 070266 flour mill machines ○ 製粉機械 09A08 X 磨粉機械 ―

07 070267 mixers [machines] ○ 混合機
09A03,09A06,09A08,

09A10,09A41,09A64,

09A67,09A69,09E28

X 攪拌機（機械） ―

07 070268 reapers ○ 刈取機 09A41 ○ 收割機 0703

07 070269 reapers and binders ○ 刈取り結束機 09A41 ○ 收割捆紮機 0708

07 070270 reapers and threshers ○ 刈取り脱殻機 09A41 ○ 收割脫粒機 0703

07 070271 railway wagon lifts ○ 貨車用揚卸し用リフト 09A03 ○ 鐵路貨車升降機 0717

07 070272 jet engines, other than for land vehicles ○
ジェットエンジン（陸上の乗物用の
ものを除く。）

09B01 ○ 噴射引擎（陸上交通工具用除外） 0724

07 070273 anti-pollution devices for motors and engines ○ 原動機用の汚染を防止する装置 09B01 ○ 馬達及引擎用防污染裝置 0729

07 070274 pistons for engines ○ 機関用ピストン 09B01 ○ 引擎用活塞 0729

07 070275 speed governors for machines, engines and motors ○ 機械用・機関用又は原動機用調速機 09B01,09F02 ○ 機械及馬達及引擎用速度調整器 0729

07 070276 molds [parts of machines] ○ 鋳型（機械部品） 09A01 ○ 模具（機械零件） 0729

07 070276 moulds [parts of machines] ○ 鋳型（機械部品） 09A01 ○ 鑄模（機械零件） 0729

07 070277
mills for household purposes, other than hand-

operated
○

家庭用製粉機（手動式のものを除
く。）

11A06 ○ 家庭用非手動碾磨機 0738

07 070278 molding machines ○

金属加工用・食料加工用・陶磁器加
工用・プラスチック加工用の造形機
械

09A01,09A08,09A66,

09A67
○ 鑄模機 0722

07 070278 moulding machines ○

金属加工用・食料加工用・陶磁器加
工用・プラスチック加工用の造形機
械

09A01,09A08,09A66,

09A67
○ 鑄模機 0722



07 070279 freewheels, other than for land vehicles ○
フリーホイール（陸上の乗物用のも
のを除く。）

09F02 ○ 飛輪（陸上交通工具除外） 0729

07 070280 shuttles [parts of machines] ○ シャトル（機械部品） 09A07 ○ 梭（機械零件） 0706

07 070281 machines and apparatus for cleaning, electric ○ 清浄用電気機械装置
09A06,09A07,09E23,

09E27,09E28,09E29,

11A06

○ 清潔用機械 0713

07 070282 suction machines for industrial purposes X ［工業用吸込み機械］ ― ○ 工業用抽氣機 0724

07 070283 hemming machines ○ 縁取り機械（金属加工） 09A01 ○ 縫邊機 0706

07 070284 hand-held tools, other than hand-operated ○ 手持工具（手動式のものを除く。） 09A01 ○ 動力手工具 0741

07 070285 tools [parts of machines] X ［刃（機械部品）］ ― X 工具（機械零件） ―

07 070286 holding devices for machine tools X ［工作機械用保持具］ ― ○ 工作機用夾持裝置 0729

07 070287 can openers, electric ○ 電気式缶切 11A06 ○ 電動開罐器 0738

07 070287 tin openers, electric ○ 電気式缶切 11A06 ○ 電動開罐器 0738

07 070288 bread cutting machines ○ パン切り機 09A08 ○ 麵包切割機 0702

07 070289 journal boxes [parts of machines] ○ 軸箱（機械部品） 09F01 ○ 軸箱（機械零件） 0729

07 070290 bearings for transmission shafts ○ 伝導軸用軸受 09F01 ○ 傳動軸軸承 0729

07 070291 papermaking machines ○ 製紙機械 09A10 ○ 造紙機械 0709

07 070292 calenders ○ カレンダー 09A07,09A10 ○ 砑光機 0722

07 070292 mangles ○ マングル 09A07 ○ 砑光機 0722

07 070294 packing machines ○ 包装機械 09A65 ○ 打包機 0708

07 070295 kneading machines ○ 捏和機
09A03,09A06,09A08,

09A10,09A41,09A64,

09A67,09A69,09E28

○ 和麵機 0702

07 070296 pasta making machines, electric ○ 電気式パスタ製造機 09A08,11A06 ○ 麵食製造機 0702

07 070297 painting machines ○ 塗装機械 09A64 ○ 塗裝機械 0716

07 070298 spray guns for paint ○ 塗装用スプレーガン 09A64 ○ 塗裝用噴槍 0716

07 070299 drilling machines ○ ボール盤 09A01,09A09 ○ 鑽床 0722

07 070300 electric hand drills ○ 電気式ハンドドリル
09A01,09A09,09A10,

09A63,09A70
○ 電動可攜式鑽頭 0743

07 070301 stone-working machines ○ 石材加工機械 09A70 ○ 石材加工機械 0711

07 070302 pistons [parts of machines or engines] ○
ピストン（機械用又は機関用の部
品）

09B01,09F02 ○ 活塞（機械用或是引擎用零件） 0729

07 070303 typographic presses ○ 凸版印刷機 09A11 ○ 凸版印刷機 0739

07 070304 pneumatic transporters ○ 空気式搬送装置 09A03 ○ 氣動搬運機 0701

07 070305 punches for punching machines ○ パンチングマシン用押抜具 09A01 ○ 衝頭沖孔機 0722

07 070306 punching machines ○ パンチングマシン 09A01 ○ 衝床 0722

07 070307 pepper mills, other than hand-operated ○
こしょうひき（手持工具に当たるも
のを除く。）

09A08,11A06 ○ 非手動胡椒研磨機 0738

07 070308 machines and apparatus for polishing [electric] ○ 電気式研磨機械器具 09A01,09A09,09A70 X 研磨機械及設備（電動） ―

07 070309 pumps [machines] ○ ポンプ（機械） 09C01 ○ 幫浦 0727

07 070310 air pumps [garage installations] ○ 自動車修理工場用空気ポンプ 09C01 ○ 打氣幫浦（車庫設備） 0727

07 070311 pumps for heating installations ○ 暖房設備用ポンプ 09C01 ○ 加熱設備用幫浦 0727

07 070312 vacuum pumps [machines] ○ 真空ポンプ（機械） 09C01 ○ 真空泵 0727

07 070313 roller bridges ○ 走行クレーン 09A03 ○ 天車 0701

07 070314 adhesive bands for pulleys ○ プーリー用粘着性バンド 09F02 ○ 滑輪膠帶 0737

07 070315 beverage preparation machines, electromechanical ○ 電気式飲料調製機 09A08 ○ 電氣飲料調製機 0702

07 070316 presses [machines for industrial purposes] ○ プレス（工業用機械） 09A01,09A06,09A41 ○ 壓床 0722

07 070317 pressure regulators [parts of machines] ○ 圧力調整器（機械部品） 09F05 ○ 壓力調整器（機械零件） 0729

07 070318 pressure valves [parts of machines] ○ 送出し弁（機械部品） 09F05 ○ 壓力閥（機械零件） 0729

07 070319 puddling machines ○ 錬鉄用機械 09A01,09A12 ○ 煉鐵機 0722

07 070320 steam traps ○ スチームトラップ 09F05 ○ 蒸氣凝氣瓣 0729

07 070321 planing machines ○ 平削り盤 09A01 ○ 刨床 0722

07 070322 rail-laying machines ○ 鉄道レール敷設用機械 09A03 ○ 鋪鐵軌用機械 0710

07 070323 rakes for raking machines ○ レーキ機械用レーキ 09A41 ○ 耙草機用耙 0703

07 070324 raking machines ○ レーキ機械 09A41 ○ 耙草機 0703

07 070325 friezing machines ○ 起毛機 09A07 ○ 起毛機 0706

07 070326 trueing machines ○
砥石車の形直し機械（金属加工機
械）

09A01 ○ 校正用機械 0732

07 070327
bookbinding apparatus and machines for

industrial purposes
○ 工業用製本用機器 09A11 ○ 書本裝訂機 0709

07 070328 ironing machines ○ 業務用アイロン装置 09E23 ○ 熨燙機 0706

07 070329 darning machines ○ かがり機械 09A13 ○ 織補機 0706

07 070330 springs [parts of machines] ○ ばね（機械部品） 09F03 ○ 彈簧（機械零件） 0729

07 070331 curtain drawing devices, electrically operated ○ 電気式カーテン引き装置 09G55 ○ 電動拉窗簾器 0701

07 070332 riveting machines ○ リベット締め機 09A01,09A03 ○ 鉚接機 0722

07 070333 faucets [parts of machines, engines or motors] ○
タップ（機械又は機関又は原動機の
部品）

09F05 ○ 旋塞（機械或引擎或馬達的零件） 0729

07 070333 taps [parts of machines, engines or motors] ○
タップ（機械又は機関又は原動機の
部品）

09F05 ○ 旋塞（機械或引擎或馬達的零件） 0729

07 070334 rotary printing presses ○ 輪転印刷機 09A11 ○ 輪轉印刷機 0739

07 070335 machine wheelwork ○ 機械用連結歯車 09F02 ○ 機械齒輪轉動裝置 0724

07 070336 machine wheels X ［機械用車］ ― ○ 機械用輪 0729

07 070337 machine fly-wheels ○ 機械用はずみ車 09F02 ○ 機械用飛輪 0729

07 070338 roller bearings ○ ころ軸受 09F01 ○ 滾珠軸承 0729

07 070339 ball rings for bearings ○ 軸受用ボールリング 09F01 ○ 軸承滾珠 0729

07 070340 road building machines ○ 道路建設用機械 09A03 ○ 築路機 0710

07 070340 road making machines ○ 道路建設用機械 09A03 ○ 築路用機械 0710

07 070341 saws [machines] ○
金切りのこぎり盤、製材用・木工用
のこぎり盤

09A01,09A09 ○ 鋸床（機械） 0722

07 070342 mineworking machines ○ 鉱山作業用機械 09A02 ○ 採礦用工作機 0711

07 070343 belts for motors and engines ○ 原動機用ベルト 09B01 ○ 發動機用傳動帶 0737

07 070344 weeding machines ○ 除草機 09A41 ○ 除草機 0703

07 070345 satinizing machines ○
金属加工用又は製紙用のサテン仕上
機械

09A01,09A10 ○ 軋光用機械 0722

07 070346 sausage making machines ○ ソーセージ製造用機械 09A08 ○ 香腸製造機 0702

07 070347 sealing machines for industrial purposes ○ 工業用密封機械 09A65 ○ 工業用密封機械 0708

07 070348 sowers [machines] ○ 播種機（機械） 09A41 ○ 播種機 0703

07 070349 welding machines, electric ○ 電気式溶接機 09A01 ○ 電銲機 0730

07 070350 bellows [parts of machines] X ［送風機（機械部品）］ ― ○ 風箱（機器零件） 0729

07 070351 forge blowers ○ 鍛造用送風機 09A01 ○ 鍛造鼓風機 0722

07 070352 lasts for shoes [parts of machines] ○ 靴型（機械部品） 09A61 ○ 鞋楦（機械零件） 0707

07 070352 shoe lasts [parts of machines] ○ 靴型（機械部品） 09A61 ○ 鞋楦（機械零件） 0707

07 070353 filling machines ○ 充填用機械 09A07,09A08 ○ 裝填用機械 0708

07 070354 stators [parts of machines] ○
動力機械用・風水力機械用・電気機
械用固定子

09B01,09C01,11A01 ○ 定子（機械零件） 0729

07 070355 stereotype machines ○ ステロ版印刷機械 09A11 ○ 鉛版印刷機 0739

07 070356 machines for the production of sugar ○ 製糖機械 09A08 ○ 製糖機 0702

07 070358 superchargers ○ 過給機 09B01 ○ 增壓器 0724、0729

07 070359 tables for machines ○ 金属加工用又は木工用テーブル 09A01,09A09 ○ 機械用工作台 0731

07 070360 aprons [parts of machines] ○
金属加工用又は木工用の運び台エプ
ロン

09A01,09A09 ○ 機床防護板 0729

07 070360 carriage aprons ○
金属加工用又は木工用の運び台エプ
ロン

09A01,09A09 ○ 機床防護板 0729

07 070362 dyeing machines ○ 染色機 09A07 ○ 染色機 0706

07 070364 carding machines ○ 梳綿機 09A07 ○ 梳棉機 0706

07 070365 slide rests [parts of machines] ○ 工具送り台（機械部品） 09A01 ○ 滑動刀架（機械零件） 0729

07 070366 journals [parts of machines] ○ ジャーナル（機械部品） 09F01 ○ 軸頸（機械零件） 0729

07 070367 milking machines ○ 搾乳機 09A43 ○ 擠乳機 0704

07 070368 suction cups for milking machines ○ 搾乳機用吸着カップ 09A43 ○ 擠乳機用乳頭套 0704

07 070368 teat cups for milking machines ○ 搾乳機用乳首カップ 09A43 ○ 擠乳機用的乳頭套 0704

07 070369 transmissions for machines ○ 動力伝導装置 09F02 ○ 機械傳動器 0724

07 070370 pneumatic tube conveyors ○ 気送管コンベヤ 09A03 ○ 氣動管道傳送機 0701

07 070370 tube conveyors, pneumatic ○ 気送管コンベヤ 09A03 ○ 氣動管道傳送機 0701

07 070371 conveyors [machines] ○ コンベヤ（機械） 09A03 ○ 輸送機（機械） 0701

07 070372 braiding machines ○ 組ひも機 09A07 ○ 編帶機 0706



07 070373 winches ○ ウインチ 09A03 ○ 絞盤 0701

07 070374 knitting machines ○ 編機 09A07 ○ 編織機 0706

07 070375 turbines, other than for land vehicles ○
タービン（陸上の乗物用のものを除
く。）

09B01 ○ 渦輪機（陸上交通工具用除外） 0724

07 070376 reels, mechanical, for flexible hoses ○ フレキシブルホース用機械式リール 09G99 ○ 可撓軟管用的機械式捲軸 0732

07 070377 tympans [parts of printing presses] ○ 印刷機械用チンパン 09A11 ○ 活字板（印刷機零件） 0739

07 070378 typographic machines ○ 凸版印刷機 09A11 ○ 印刷機 0739

07 070379 winnowers ○ 唐箕 09A41 ○ 揚穀機 0703

07 070380 engines for air cushion vehicles ○ エアクッション艇用機関 09B01 ○ 氣墊船用引擎 0724

07 070381 fans for motors and engines ○ 原動機用ファン 09B01 ○ 馬達及引擎用風扇 0729

07 070382 glass-working machines ○ ガラス加工機械 09A63 ○ 玻璃加工機械 0742

07 070383 railroad constructing machines ○ 鉄道架設用機械 09A03 ○ 鐵路建造機械 0710

07 070384 vulcanization apparatus ○ 加硫装置（ゴム製造機械） 09A69 ○ 硫化裝置 0725

07 070385 couplings, other than for land vehicles ○
継手（陸上の乗物用のものを除
く。）

09F01 ○ 聯結器（陸上交通工具用除外） 0729

07 070386 aeronautical engines ○ 航空機用エンジン 09B01 ○ 航空用引擎 0724

07 070387 sharpening machines ○ 研削機 09A01 ○ 磨銳機 0722

07 070388
agricultural implements, other than hand-

operated
○

農業用器具（手動式のものを除
く。）

09A41,09A43,09A45,

09A47
○ 農業用器具（手動式除外） 0703

07 070389 grindstones [parts of machines] ○ グラインドストーン（機械部品） 09A01 ○ 磨石砂輪 0743

07 070389 sharpening wheels [parts of machines] ○ 回転砥石（機械部品） 09A01 ○ 磨石砂輪 0743

07 070390 beer pumps ○ ビール用ポンプ 09C01 ○ 啤酒幫浦 0727

07 070391 compressed air engines ○ 圧縮空気機関 09B01 ○ 壓縮空氣引擎 0724

07 070392 compressed air machines ○ 圧縮空気式機械 09C01 ○ 空氣壓縮機 0727

07 070393 compressed air pumps ○ 圧縮空気式ポンプ 09C01 ○ 空氣壓縮泵 0727

07 070394 sparking plugs for internal combustion engines ○ 内燃機関用点火プラグ 09B01 ○ 內燃機用火星塞 0729

07 070395 dashpot plungers [parts of machines] ○
ダッシュポットのプランジャー（機
械部品）

09F03 ○ 減震活塞（機械零件） 0729

07 070395 plunger pistons ○ プランジャーピストン 09C01 ○ 柱塞 0729

07 070395 shock absorber plungers [parts of machines] ○
ショックアブソーバーのプラン
ジャー（機械部品）

09F03 ○ 減震活塞（機械零件） 0729

07 070396 anti-friction bearings for machines ○ 減摩用軸受（機械用のもの） 09F01 ○ 機械用減摩軸承 0729

07 070396 anti-friction pads for machines ○ 減摩用パッド（機械用のもの） 09F01 ○ 機械用減摩襯墊 0729

07 070397 diggers [machines] ○ 採掘用機械 09A02 ○ 挖掘機 0710

07 070398 air suction machines ○ 塵埃等排出用送風機 09C01 ○ 抽氣泵 0727

07 070400 fuel economisers for motors and engines ○ 原動機用燃料節約装置 09B01 ○ 馬達及引擎用燃料節約器 0724

07 070401 engines for boats ○ ボート用エンジン 09B01 ○ 船舶用引擎 0724

07 070402 motors for boats ○ ボート用原動機 09B01 ○ 船舶用馬達 0724

07 070403 beaters, electric ○ 電気式ビーター 09A07,09A10,09A41 X 電動攪拌器 ―

07 070404 rams [machines] ○ くい打ち機 09A03 ○ 夯錘（機械） 0710

07 070405 brake linings, other than for vehicles ○
ブレーキライニング（乗物用のもの
を除く。）

09F04 ○ 非車輛用剎車來令 0729

07 070406 brake shoes, other than for vehicles ○
ブレーキシュー（乗物用のものを除
く。）

09F04 ○ 非車輛用剎車蹄片 0729

07 070407 brake segments, other than for vehicles ○
ブレーキセグメント（乗物用のもの
を除く。）

09F04 ○ 非車輛用剎車片 0729

07 070408 reels [parts of machines] X ［巻き枠（機械部品）］ ― ○ 捲軸（機械零件） 0729

07 070409 gear boxes, other than for land vehicles ○
ギヤボックス（陸上の乗物用のもの
を除く。）

09F02 ○ 齒輪箱（陸上交通工具除外） 0729

07 070410 bottle stoppering machines ○ 瓶栓機 09A08 ○ 栓瓶機 0708

07 070411 bottle capping machines ○ 瓶用口金締め機 09A08 ○ 封瓶蓋機 0708

07 070412 bottle sealing machines ○ 瓶用シール機 09A08 ○ 瓶用密封機 0708

07 070413
brushes, electrically operated [parts of

machines]
○ 電機ブラシ（機械部品） 11D01 ○ 電刷（機械零件） 0729

07 070414 waste disposal units ○ 廃棄物処理機 09G63,11A06 ○ 廢棄物處理機組 0714

07 070414 garbage disposal units ○ 生ごみ（廃棄物）処理機 09G63,11A06 ○ 垃圾處理機組 0714

07 070415 coffee grinders, other than hand-operated ○
コーヒー豆ひき器（手動式のものを
除く。）

09A08,09E28,11A06 ○ 非手動磨咖啡豆機 0702、0738

07 070416 flues for engine boilers ○ エンジンボイラー用煙管 09B01 ○ 引擎鍋爐用焰管 0729

07 070417 earth moving machines ○ 土工機械 09A03 ○ 推土機 0710

07 070418 trash compacting machines ○ ごみ圧縮機械 09G63,11A06 ○ 垃圾壓縮機 0714

07 070418 waste compacting machines ○ 廃棄物圧縮機械 09G63,11A06 ○ 廢棄物壓縮機 0714

07 070419 shredders [machines] for industrial use ○
鉱山用・土木用又は農業用の破砕
機、廃棄物破砕装置

09A02,09A03,09A41,

09G63
X 工業用粉碎機（機械） ―

07 070420 potters' wheels ○ 陶工用ろくろ 09A66 ○ 陶工旋盤 0732

07 070421 handling machines, automatic [manipulators] X ［マニピュレーター］ ― X 自動操縱機（操控器） ―

07 070422 industrial robots ○ 工業用ロボット
09A01,09A03,09A64,

09A65,09A68,09A99,

09E29

○ 工業機器人 0718

07 070423 food preparation machines, electromechanical ○ 電動式食品加工・調製用機械 09A08 ○ 食品調製用電動機械 0702、0738

07 070424 cartridges for filtering machines ○ ろ過機用カートリッジ 09A06,09A08,09A43 ○ 過濾機用濾筒 0729

07 070425 drive chains, other than for land vehicles ○
駆動チェーン（陸上の乗物用のもの
を除く。）

09F02 ○ 驅動鏈條（陸上交通工具除外） 0729

07 070426 torque converters, other than for land vehicles ○
トルクコンバーター（陸上の乗物用
のものを除く。）

09F02 ○ 轉矩變換器（陸上交通工具除外） 0729

07 070427
transmission chains, other than for land

vehicles
○

伝導チェーン（陸上の乗物用のもの
を除く。）

09F02 ○ 傳動鏈條（陸上交通工具除外） 0729

07 070428 drill chucks [parts of machines] ○ 金属加工機械器具用ドリルチャック 09A01 ○ 鑽孔夾頭（機械零件） 0729

07 070429 steam engine boilers ○ 蒸気機関ボイラー 09B01 ○ 蒸汽機鍋爐 0724

07 070430 feeding apparatus for engine boilers ○ エンジンボイラー用給水装置 09B01 ○ 引擎鍋爐用供水裝置 0724

07 070431 hair clipping machines for animals ○ 動物用剪毛機 09A41,09A59 ○ 動物剪毛機 0704

07 070431 hair cutting machines for animals ○ 動物用剪毛機 09A41,09A59 ○ 動物剪毛機 0704

07 070431 shearing machines for animals ○ 動物用剪毛機 09A41,09A59 ○ 動物剪毛機 0704

07 070433 engines, other than for land vehicles ○
エンジン（陸上の乗物用のものを除
く。）

09B01 ○ 引擎（陸上交通工具除外） 0724

07 070433 motors, other than for land vehicles ○
原動機（陸上の乗物用のものを除
く。）

09B01 ○ 馬達（陸上交通工具用除外） 0724

07 070434 control cables for machines, engines or motors X
［機械用・原動機用又は機関用制御
ケーブル］

― ○ 機械及馬達及引擎用操縱纜線 0729

07 070435
control mechanisms for machines, engines or

motors
X

［機械用・機関用又は原動機用の制
御装置］

― ○ 機械及馬達及引擎用控制機械裝置 0729

07 070436 matrices for use in printing ○ 字母 09A11 ○ 印刷用字模 0739

07 070437 compressors for refrigerators ○ 冷却装置用圧縮機 09C01 ○ 冰箱用壓縮機 0727

07 070439 drain cocks ○ 排水コック 09F05 ○ 排水旋塞 0729

07 070439 water separators ○ 水分離器 09A06 ○ 水分離器 0729

07 070440 sewing machines ○ ミシン 09A13 ○ 裁縫機 0736

07 070441 fan belts for motors and engines ○ 原動機用ファンベルト 09B01 ○ 馬達及引擎用風扇皮帶 0737

07 070442 incubators for eggs ○ ふ卵器 09A45 ○ 孵卵器 0704

07 070443 gears, other than for land vehicles ○
ギヤ（陸上の乗物用のものを除
く。）

09F02 ○ 齒輪（陸上交通工具除外） 0729

07 070444 blenders, electric, for household purposes ○ 家庭用電気式ミキサー 11A06 ○ 電動食物攪拌機 0702

07 070445 kitchen machines, electric* ○ 台所用電動器具 11A06 X 廚房電動機械* ―

07 070446 cylinders for motors and engines ○ 原動機用シリンダー 09B01 ○ 馬達及引擎用汽缸 0729

07 070447 reduction gears, other than for land vehicles ○
減速歯車（陸上の乗物用のものを除
く。）

09F02 ○ 非陸地車輛用減速齒輪 0729

07 070448 dividing machines ○ 目盛機 09A01 ○ 刻度機 0722

07 070449 drilling bits [parts of machines] ○
金属加工機械器具・鉱山機械器具又
は土木機械器具用のドリルビット

09A01,09A02,09A03 ○ 鑽頭（機械零件） 0743

07 070450 heat exchangers [parts of machines] X ［熱交換機（機械部品）］ ― ○ 熱交換器（機械零件） 0729

07 070451 exhausts for motors and engines ○ 原動機用排気装置 09B01 ○ 馬達及引擎用排氣裝置 0724

07 070452 motors, electric, other than for land vehicles ○
電動機（陸上の乗物用のものを除
く。）

11A01 ○ 馬達（陸上交通工具用除外） 0724

07 070453 cranes [lifting and hoisting apparatus] ○ クレーン（持上装置） 09A03 ○ 吊車（升降裝置） 0701

07 070454 peeling machines ○
金属加工用・食品加工用・木工用皮
むき機械

09A01,09A08,09A09 ○ 削皮機 0702



07 070455 grating machines for vegetables ○ 野菜すりつぶし用機械 09A08 ○ 蔬菜磨碎機 0702、0738

07 070456 compressed air guns for the extrusion of mastics ○ マスチック噴出し用圧縮空気式ガン 09A64,09C01 ○ 噴膠用壓縮空氣槍 0716

07 070457 filters being parts of machines or engines ○ 機械又は機関の部品としてのろ過器
09A06,09A08,09A43,

09B01
○ 過濾器（機械或引擎零件） 0729

07 070458 ditchers [ploughs] ○ 溝掘り機（すき） 09A03 ○ 挖溝機（犁） 0710

07 070459 whisks, electric, for household purposes ○ 家庭用電気式泡立て器 11A06 ○ 家庭用電動食品攪拌器 0738

07 070460 fruit presses, electric, for household purposes ○ 家庭用電気式ジューサー 11A06 ○ 家庭用榨果汁機 0738

07 070461 hydraulic engines and motors ○ 水圧機関及び水力原動機 09B01 ○ 液壓引擎及馬達 0724

07 070462 drilling rigs, floating or non-floating ○ 掘削用リグ（浮遊式又は非浮遊式） 09A03 ○ 鑽探平臺（浮動或非浮動式） 0711

07 070463
fuel conversion apparatus for internal

combustion engines
○ 内燃機関用燃料転換装置 09B01 ○ 內燃機用燃料轉化轉置 0729

07 070464 radiators [cooling] for motors and engines ○ 原動機用ラジエーター 09B01 ○ 馬達及引擎用冷卻散熱器 0729

07 070471 boiler tubes [parts of machines] ○ ボイラー管（機械部品） 09B01 ○ 鍋爐管（機械零件） 0729

07 070472
hydraulic controls for machines, motors and

engines
X ［機械及び原動機用油圧制御装置］ ― ○ 機械及馬達及引擎用液壓操縱裝置 0729

07 070473
pneumatic controls for machines, motors and

engines
X ［機械及び原動機用空気制御装置］ ― ○

機械及馬達及引擎用氣動式操縱裝
置

0729

07 070474 crankcases for machines, motors and engines ○ 機械及び原動機用クランクケース 09B01,09F01 ○ 機械及馬達及引擎用曲軸箱 0729

07 070475 food processors, electric ○
フードプロセッサー（電気式のも
の）

09A08,09E28,11A06 ○ 食品加工機 0702

07 070476 glue guns, electric ○ 電気式にかわ接着用ガン 09A09 ○ 電動熱熔膠槍 0741

07 070477 guns [tools using explosive cartridges] ○ ガン（爆薬筒を利用した工具） 09A03 ○ 槍（利用彈藥筒的工具） 0741

07 070478 net hauling machines [fishing] ○ 網揚げ機（漁業用のもの） 09A05 ○ 漁業用漁網牽引機 0704

07 070479 universal joints [Cardan joints] ○ 自在継手（カルダン継手） 09F01 ○ 萬向接頭 0729

07 070480 rotary steam presses, portable, for fabrics X ［織物用携帯式回転蒸気プレス］ ― ○ 織物用可攜式旋轉蒸氣熨壓機 0706

07 070481
machines and apparatus for carpet shampooing,

electric
○ 電気式じゅうたん洗浄機 09E29,11A06 ○ 電動地毯洗淨機 0713

07 070482 catalytic converters ○ 触媒装置 09B01 ○ 觸媒轉換器 0729

07 070483 central vacuum cleaning installations ○ セントラル式真空掃除機 09E29,11A06 ○ 中央式真空清潔裝置 0713

07 070484 chain saws ○ チェーンソー 09A09 ○ 鏈鋸 0743

07 070485 cleaning appliances utilizing steam ○ スチーム式洗浄機
09A06,09A08,09E23,

09E28,11A06
○ 蒸氣式清潔機 0713

07 070486 cutting blow pipes, gas-operated ○ 切断用トーチ（ガス式） 09A01 ○ 氣動切削吹管 0741

07 070487
dust exhausting installations for cleaning

purposes
○ 清掃用塵埃排出装置 09E11 ○ 清潔用吸塵裝置 0713

07 070488
dust removing installations for cleaning

purposes
○ 清掃用塵埃排出装置 09E11 ○ 清潔用除塵裝置 0713

07 070489 electric hammers ○
金属加工用・鉱山用又は土木用電気
ハンマー

09A01,09A02,09A03 ○ 電錘 0741

07 070490 electromechanical machines for chemical industry ○ 電動式の化学機械器具 09A06 X 化學工業用電氣機械 ―

07 070491 elevator chains [parts of machines] ○ エレベーター用チェーン 09A03 ○ 升降機用鏈條（機械零件） 0729

07 070492 emergency power generators ○ 非常用発電機 11A01 ○ 緊急發電機 0724

07 070493 expansion tanks [parts of machines] ○ 膨張タンク（機械部品） 09B01 ○ 膨脹水箱（機械零件） 0729

07 070494 glaziers' diamonds [parts of machines] ○
ガラス切り用ダイヤ小片（機械部
品）

09A63 ○ 玻璃切割用金剛鑽（機械零件） 0729

07 070495 high pressure washers ○ 高圧洗浄機

09A02,09A05,09A06,

09A07,09A08,09A68,

09E27,09E28,09E29,

11A06

○ 高壓清洗機 0713

07 070496 machines for the textile industry ○ 繊維工業用機械器具 09A07,09A13 ○ 紡織工業用機械 0706

07 070497 exhaust manifold for engines ○ 機関用排気マニホールド 09B01 ○ 引擎用排氣歧管 0729

07 070498 oil refining machines ○ 石油精製機械 09A06 ○ 石油精煉機械 0711

07 070499 packaging machines ○ 包装機 09A65 ○ 包裝機 0708

07 070500 parquet wax-polishers, electric ○
寄せ木細工の床用電気式ワックス磨
き機

09E29,11A06 ○ 拼花地板電動打蠟機 0713

07 070501 shoe polishers, electric ○ 電気式靴磨き機 09E29,11A06 ○ 電擦鞋機 0713

07 070502 snow ploughs ○ 除雪機 09A03,09G99 ○ 除雪機 0713

07 070503 soldering apparatus, gas-operated ○ ガスはんだ付け装置 09A01 ○ 氣動焊接裝置 0730

07 070503 welding apparatus, gas-operated ○ ガス溶接装置 09A01 ○ 氣動焊接裝置 0730

07 070504 soldering blow pipes, gas-operated ○ ガスはんだ付け用トーチ 09A01 ○ 氣動焊接用吹管 0730

07 070505 soldering irons, gas-operated ○ ガスはんだごて 09A01 ○ 氣動焊接烙鐵 0730

07 070506
vacuum cleaner attachments for disseminating

perfumes and disinfectants
○

香水及び殺菌剤散布用の電気掃除機
の付属品

09E29,11A06 ○
用於散播香氣及殺菌劑之吸塵器附
加裝置

0713

07 070507 vacuum cleaner hoses ○ 電気掃除機用ホース 09E29,11A06 ○ 電動吸塵器用管 0713

07 070508 vacuum cleaners ○ 電気掃除機 09E29,11A06 ○ 吸塵器 0713

07 070509 vibrators [machines] for industrial use ○
鋳造用振動器・振動コンベヤー・コ
ンクリートバイブレーター

09A01,09A03 X 工業用震動器（機械） ―

07 070510
machines and apparatus for wax-polishing,

electric
○ 電気式ワックス磨き機 09E29,11A06 ○ 電動打蠟機械及裝置 0713

07 070511 racket stringing machines ○ ラケット用ガット張り機 09A99,09E99 ○ 球拍穿線機 0732

07 070512 bicycle assembling machines ○ 自転車組立機械 09A99 ○ 自行車組裝用機械 0732

07 070513 motorized cultivators ○ 動力耕うん機 09A41 ○ 耕耘機 0703

07 070514 air brushes for applying colour ○ 着色用エアブラシ 09A64 ○ 塗色用噴槍 0716

07 070515 door openers, hydraulic ○ 油圧式扉開口装置 09G55 ○ 液壓開門器 0729

07 070516 kick starters for motorcycles ○ オートバイ用キックスターター 09B01 ○ 機車用腳踩起動器 0724

07 070517 mechanized livestock feeders ○ 家畜用機械式給餌器 09A41,09A59 ○ 機械化牲畜餵食器 0704

07 070518 moving walkways ○ 動く歩道 09A03 ○ 電動步道 0701

07 070518 moving sidewalks ○ 動く歩道 09A03 ○ 電動步道 0701

07 070519 mufflers for motors and engines ○ 原動機用及びエンジン用の消音器 09B01 ○ 馬達與引擎用消音器 0729

07 070519 silencers for motors and engines ○ 原動機用消音器 09B01 ○ 引擎用消音器 0729

07 070520 door openers, pneumatic ○ 空気圧式扉開口装置 09G55 ○ 氣動開門器 0729

07 070521 vacuum cleaner bags ○ 電気掃除機用集塵袋 09E29,11A06 ○ 吸塵器用袋子 0713

07 070522 gas-operated blow torches ○ ガス溶接用及び切断用トーチ 09A01 ○ 氣動噴燈 0741

07 070523 wind turbines ○ 風力タービン・風車 09B01,09B02 ○ 風力發電機 0724

07 070524 brake pads, other than for vehicles ○ 乗物用以外のブレーキパッド 09F04 ○ 非交通工具用剎車片 0729

07 070525 electrodes for welding machines ○ 溶接機用電極 06A01,11D01 ○ 銲接機用電極 0730

07 070526 electric welding apparatus ○ 電気式溶接装置 09A01 ○ 電銲設備 0730

07 070528 soldering apparatus, electric ○ 電熱式はんだ付け装置 09A01 ○ 電銲設備 0730

07 070529 soldering irons, electric ○ 電熱式はんだごて 09A01 ○ 電銲烙鐵 0730

07 070530 electric arc welding apparatus ○ アーク溶接装置 09A01 ○ 電弧銲接設備 0730

07 070531 electric arc cutting apparatus ○ アーク切断装置 09A01 ○ 電弧切割設備 0730

07 070532 soldering lamps ○ はんだ付け用小型発炎装置 09A01 ○ 焊接噴燈 0741

07 070533 basket presses ○ バスケット型圧搾機 09A08 X 籃式壓榨機 ―

07 070534 blowing machines ○ 送風機 09C01 ○ 鼓風機 0724

07 070535 electroplating machines ○ 電気めっき装置 09A01,09A06 ○ 電鍍機 0745

07 070536 galvanizing machines ○ 亜鉛めっき装置 09A01,09A06 ○ 電鍍機 0745

07 070537 vending machines ○ 自動販売機 09E21 ○ 自動販賣機 0744

07 070538 door closers, electric ○ 電気式ドアクローザー 09G55 ○ 電動關門器 0729

07 070539 door openers, electric ○ 電気式ドアオープナー 09G55 ○ 電動開門器 0729

07 070540 elevator operating apparatus ○ エレベーター操作装置 09A03,11B01 ○ 升降機操作設備 0701

07 070540 lift operating apparatus ○ エレベーター操作装置 09A03,11B01 ○ 升降機操作設備 0701

07 070541
electrical apparatus for sealing plastics

[packaging]
○

電気式プラスチックシール装置（包
装用のもの）

09A65,11C02 ○ 封塑料用包裝電氣裝置 0708

07 070542 fuel dispensing pumps for service stations ○ ガソリンスタンド用燃料供給ポンプ 09E22 ○ 加油站燃油分配泵 0727

07 070543 self-regulating fuel pumps ○ 自動制御式燃料供給装置 09E22 ○ 自動調節燃料泵 0727

07 070544 machines for processing plastics ○ プラスチック加工用機械 09A67 ○ 塑料加工機 0723

07 070545 window openers, electric ○ 電気式窓開口装置 09G55 ○ 電動開窗器 0729

07 070546 window closers, electric ○ 電気式窓閉塞装置 09G55 ○ 電動關窗器 0729

07 070547 window openers, hydraulic ○ 油圧式窓開口装置 09G55 ○ 液壓開窗器 0729

07 070548 window closers, hydraulic ○ 油圧式窓閉塞装置 09G55 ○ 液壓關窗器 0729

07 070549 window openers, pneumatic ○ 空気圧式窓開口装置 09G55 ○ 氣動開窗器 0729

07 070550 window closers, pneumatic ○ 空気圧式窓閉塞装置 09G55 ○ 氣動關窗器 0729

07 070551 door closers, hydraulic ○ 油圧式扉閉塞装置 09G55 ○ 液壓關門器 0729

07 070552 door closers, pneumatic ○ 空気圧式扉閉塞装置 09G55 ○ 氣動關門器 0729

07 070553 kitchen grinders, electric ○ 台所用電気式グラインダー 11A06 ○ 廚房用電動研磨機 0702、0738

07 070554 pneumatic jacks ○ 空気圧式ジャッキ 09A03 ○ 氣動千斤頂 0701



07 070555 3D printers ○ ３Ｄプリンター 09H01 ○ ３Ｄ列印機 0732

07 070556 sifting machines ○ ふるい分け機
09A02,09A06,09A08,

09A41
○ 篩選機 0732

07 070557 engine mounts, other than for land vehicles ○
エンジンマウント（陸上の乗物用の
ものを除く。）

09B01 ○ 非陸地車輛用發動機支架 0729

07 070558 nail extractors, electric ○ 電動くぎ抜き 09A01 ○ 電動起釘機 0741

07 070558 nail pullers, electric ○ 電動くぎ抜き 09A01 ○ 電動拔釘器 0741

07 070559 brushes for vacuum cleaners ○ 電気掃除機用ブラシ 09E29,11A06 ○ 吸塵器用刷 0713

07 070560 ski edge sharpening tools, electric ○ 電気式スキーエッジ用研ぎ機 09A01 ○ 電動滑雪板邊緣磨利機 0722

07 070561 crushing machines ○ 粉砕機
09A01,09A02,09A03,

09A06,09A08,09A10,

09A41,09G63

○ 破碎機 0710

07 070562 rammers [machines] ○ ランマー 09A03 ○ 夯實機（機械） 0710

07 070563 suction nozzles for vacuum cleaners ○ 電気掃除機用吸い込みノズル 09E29,11A06 ○ 吸塵器用吸嘴 0713

07 070564 pigs for cleaning pipes ○ 配管洗浄用ピグ
09E24,09E29,09E99,

09G99
○ 清管器 0713

07 070565 juice extractors, electric ○ 電気式果汁絞り器 09A08,11A06 ○ 電動榨汁機 0702、0738

07 070566 screwdrivers, electric ○ 電動式ねじ回し 09A01 ○ 電動螺絲起子 0741

07 070567
joysticks being parts of machines, other than

for game machines
X

［ジョイスティック（機械部品）
（ゲーム機用のものを除く。）］

― ○ 非遊戲機用機器操縱桿 0729

07 070568 camshafts for vehicle engines ○ 乗物用のエンジン用カムシャフト 09B01 ○ 汽車引擎用凸輪軸 0729

07 070569
rubber tracks being parts of crawlers on

construction machines
○ 土木機械用ゴムクローラ 09A03 ○ 建築機械用橡膠履帶 0729

07 070570
rubber tracks being parts of crawlers on

loading-unloading machines and apparatus
○ 荷役機械用ゴムクローラ 09A03 ○ 裝卸機械及設備用橡膠履帶 0729

07 070571
rubber tracks being parts of crawlers on

agricultural machines
○ 農業機械用ゴムクローラ 09A41 ○ 農業機械用橡膠履帶 0729

07 070572
rubber tracks being parts of crawlers on mining

machines
○ 鉱山機械用ゴムクローラ 09A02 ○ 礦業機械用橡膠履帶 0729

07 070573
rubber tracks being parts of crawlers on snow

ploughs
○ 除雪機用ゴムクローラ 09A03,09G99 ○ 剷雪機用橡膠履帶 0729

07 070574 pneumatic waste oil drainers ○ 空圧式廃油排出器 09C01 ○ 氣動抽油機 0727

07 070575 pumps for counter-current swimming ○ 逆流式水泳用ポンプ 09C01 ○ 逆流游泳用泵 0727

07 070576 3D printing pens ○ ペン型３Ｄプリンター 09H01 ○ ３Ｄ列印筆 0732

07 070577 tilling machines for agricultural purposes ○ 農業用耕うん機 09A41 ○ 農業用耕作機 0703

07 070578 vegetable spiralizers, electric ○ 電気式野菜用らせん状カッター 09E28,11A06 ○ 電動螺旋蔬果刨絲器 0738

07 070579 hydrogen dispensing pumps for service stations ○ ガソリンスタンドの水素供給ポンプ 09E22 ○ 用於加油站的氫氣分配泵 0727

07 070580 industrial inkjet printing machines ○ 工業用のインクジェット印刷機 09A11 ○ 工業噴墨印刷機 0739

07 070581 steam mops ○ スチームモップ 09E29,11A06 ○ 蒸汽拖把 0713

07 070582
robotic exoskeleton suits, other than for

medical purposes
○

外骨格型ロボット用スーツ（医療用
のものを除く。）

09A01,09A02,09A03,

09A05,09A09,09A41,

09A64,09A70,09A99

○ 非醫療用機器人外骨骼套組 0718

07 070583 mobile cranes ○ 自走クレーン 09A03 ○ 移動式起重機 0701

07 070584
floating production, storage and offloading

[FPSO] units
○

浮体式生産貯蔵積出設備（ＦＰＳ
Ｏ）ユニット

09A03,09A06,09G59,

09G60,12A74,18C01
○

浮動式生產儲存和卸載（ＦＰＳＯ）
裝置

0711

07 070585 cheese slicers, electric ○ 電気式チーズスライサー 09A08,09E28,11A06 ○ 電動奶酪切片機 0702

07 070586 vegetable peelers, electric ○ 電気式野菜用皮むき機 09E28,11A06 ○ 電動蔬菜削皮器 0702

07 070587 grain elevators ○ カントリーエレベーター 09A03,09A41 ○ 穀物升降機 0701

07 070588
laundry washing machines incorporating a drying

tumbler
○ 乾燥機付き洗濯機 09E23,11A06 ○ 含烘乾滾筒的洗衣機 0738

07 070589 portable ultrasonic washing devices for laundry ○ 持ち運び可能な超音波式電気洗濯機 09E23,11A06 ○ 可攜式超音波洗滌設備 0738

07 070590 vegetable slicers, electric ○ 電気式野菜用スライサー 09A08,09E28,11A06 ○ 電動蔬菜切片機 0738

07 070590 vegetable shredders, electric ○ 電気式野菜用シュレッダー 09A08,09E28,11A06 ○ 電動蔬菜切片機 0738

07 070591 machines for generating gas by electrolysis ○ 電気分解によるガス生成機械
09A01,09A06,09A08,

09G62
○ 以電解產生氣體的機器 0745

07 070592 touchless stationary vacuums ○ タッチレスの固定式掃除機 09E29,11A06 ○ 非接觸式固定吸塵器 0713

07 070593
bioreactors for use in manufacturing

biopharmaceuticals
○

生物学的薬剤製造用バイオリアク
ター

09A06 ○ 生物製藥用生物反應器 0720

07 070594
pneumatic or hydraulic linear actuators, other

than for land vehicles
○

空圧式又は油圧式のリニアアクチュ
エータ（陸上の乗物用のものを除
く。）

09F02 ○
非陸上交通工具用氣動或液壓線性
致動器

0724

07 070595 machines for the application of sizing ○ サイジング剤を塗布するための機械 09A07,09A10 ○ 塗膠機 0716

07 070596 3D bioprinters ○ ３Ｄバイオプリンター 09H01,10A01,10D01 ○ ３Ｄ生物列印機 0732

07 070597 portable laser engraving machines ○
持ち運び可能な金属加工用・木工
用・石材加工用レーザー式彫刻盤

09A01,09A09,09A70 ○ 可攜式雷射雕刻機 0732

07 070598
household cleaning and laundry robots with

artificial intelligence
○

人工知能を搭載した家庭用の掃除及
び洗濯用ロボット

11A06 ○
具有人工智慧的家庭清潔和洗衣機
器人

0738

07 070599 ticket vending machines ○ チケット自動販売機 09E21 ○ 自動售票機 0744

07 070600 fluid dispensing machines for industrial use X
［工業用の液体ディスペンサー（機
械）］

― ○ 工業用流體點膠機 0719

07 070601 petrol pumps for service stations ○ ガソリンスタンド用ガソリンポンプ 09E22 ○ 加油站加油泵 0727

07 070601 gas pumps for service stations ○ ガソリンスタンド用ガソリンポンプ 09E22 ○ 加油站加油泵 0727

07 070602 needles for knitting machines ○ 編機用針 09A07 ○ 針織機用針 0706

07 070603 needles for sewing machines ○ ミシン針 13A02 ○ 縫紉機針 0706

07 070604 needles for wool combing machines ○ 梳毛機用針 09A07 ○ 梳毛機用針 0706

07 070605 furnace loading machines ○ 炉用装てん装置 09A12 ○ 爐用裝料機 0701

07 070606 starter pinions ○ スターターピニオン 11A01 ○ 起動裝置小齒輪 0729

07 070607 semiconductor manufacturing machines ○ 半導体製造装置 09A68 ○ 半導體製造機 0719

07 070608
semiconductor exposure apparatus for use in

manufacture
○ 製造用の半導体露光装置 09A68 ○ 製造用半導體曝光裝置 0719

07 070609 soy sauce making machines ○ しょうゆ醸造機械器具 09A08 ○ 醬油製造機 0702

07 070610 miso making machines ○ みそ醸造機械器具 09A08 ○ 味噌製造機 0702

07 070611 robotic arms for preparing beverages ○ 飲料調製用ロボットアーム 09A08 ○ 調製飲料用機械手臂 0718

08 080002 abrading instruments [hand instruments] ○
研磨用具（手持工具に当たるものに
限る。）

13B03 ○ 研磨用具（手工具） 0809

08 080003 sharpening stones ○ 砥石 13B03 ○ 研磨用砥石 0809

08 080005 needle files ○ 共柄やすり 13A01 ○ 針銼 0804

08 080006 leather strops ○ 革砥 13B03 ○ 磨刀皮帶 0809

08 080008 awls ○ きり 13A01 ○ 錐子 0804

08 080009 cutter bars [hand tools] ○ カッターバー（手持工具） 13A01 ○ 刀桿（手工具） 0804

08 080010 reamers ○ リーマ 13A01 ○ 鉸刀 0804

08 080011 reamer sockets ○ リーマ用ソケット 13A01 ○ 鉸刀座 0804

08 080012 extension pieces for braces for screw taps ○
ねじタップのブレース用継ぎ足し部
品

13A01 ○ 螺絲攻曲柄鑽的延伸件 0804

08 080013 palette knives ○ パレットナイフ 25B01 ○ 調色刀 0804

08 080014 spatulas [hand tools] ○
へら（手持工具に当たるものに限
る。）

13B01 ○ 抹刀 0804

08 080015 knuckle dusters ○ メリケンサック 19B43 ○ 指節套環 0804

08 080015 punch rings [knuckle dusters] ○ メリケンサック 19B43 ○ 指節套環 0804

08 080016 bits [parts of hand tools] ○ ビット（手持工具の部品） 13A01 ○ 鑽頭 0804

08 080017 squares [hand tools] ○
直角定規（手持工具に当たるものに
限る。）

10C01 ○ 丁字尺（手工具） 0804

08 080019 instruments and tools for skinning animals ○ 動物の皮剥用手動利器 13A01 ○ 動物剝皮用手工器具 0804

08 080020 annular screw plates ○ ねじ切り板 13A01 ○ 螺絲鎖緊工具組 0804

08 080021 bow saws ○ 弓のこぎり 13A01 ○ 弓鋸 0804

08 080022 side arms, other than firearms ○ 携帯武器（火器を除く。） 13A03 ○ 非槍砲的隨身武器 0811

08 080023 nail extractors, hand-operated ○ くぎ抜き（手動式のもの） 13B01 ○ 手動起釘器 0804

08 080023 nail pullers, hand-operated ○ くぎ抜き（手動式のもの） 13B01 ○ 手動拔釘器 0804

08 080024 lifting jacks, hand-operated ○ 手動式ジャッキ 13B01 ○ 手動式千斤頂 0804

08 080025 bayonets ○ 銃剣 13A03 ○ 刺刀 0811

08 080026 beard clippers ○ あごひげ用はさみ 13A01 ○ 鬍鬚用剪刀 0803



08 080028 hand drills, hand-operated ○ ハンドドリル（手動式のもの） 13A01 ○ 手動式手鑽 0804

08 080029 mortise chisels ○ ほぞ穴用のみ 13A01 ○ 榫眼鑿 0804

08 080030 holing axes ○ 掘削用おの 13A01 ○ 打洞用斧 0804

08 080030 mortise axes ○ ほぞ穴用おの 13A01 ○ 榫孔斧 0804

08 080031 cattle marking tools ○ 家畜用烙印用具 13B01 ○ 家畜烙印用工具 0808

08 080031 livestock marking tools ○ 家畜用烙印用具 13B01 ○ 家畜烙印用工具 0808

08 080033 cattle shearers ○ 家畜用剪毛器 13A01 ○ 家畜用剪毛器 0803

08 080034 nail drawers [hand tools] ○
くぎ抜（手持工具に当たるものに限
る。）

13B01 ○ 手動拔釘器 0804

08 080036 bushhammers ○ びしゃん 13B01 ○ 鑿石錘 0804

08 080036 pickhammers ○ びしゃん 13B01 ○ 十字鎬錘 0804

08 080037 knife steels ○ ナイフ用鋼砥 13B03 ○ 磨刀用砥鐵 0809

08 080037 sharpening steels ○ 鋼砥 13B03 ○ 磨刀用砥鐵 0809

08 080038 riveting hammers [hand tools] ○ リベットハンマー（手持工具） 13B01 ○ 手動鉚釘錘 0804

08 080039 paring irons [hand tools] ○ 削蹄刀 13A01 ○ 削皮刀（手工具） 0804、0810

08 080040 scissors* ○ はさみ 13A01 ○ 剪刀* 0803、0804

08 080042 tweezers ○ ピンセット 01C01 ○ 鑷子 0804

08 080043 graving tools [hand tools] ○ 彫刻用工具（手持工具） 13A01 ○ 雕刻用手動手工具 0804

08 080044 pickaxes ○ つるはし 13B01 ○ 鶴嘴鋤 0804

08 080045 caulking irons ○ かしめ用たがね 13A01 ○ 填隙器 0804

08 080046 penknives ○ ペンナイフ 13A01 X 折疊刀 ―

08 080047 stone hammers ○ 石割り用ハンマー 13B01 ○ 石工錘 0804

08 080048 jig-saws ○ 糸のこ 13A01 ○ 線鋸 0804

08 080049 drawing knives ○ ドローナイフ 13A01 ○ 製圖用刮刀 0804

08 080050 nail punches ○ くぎ締め 13B01 ○ 釘沖頭 0804

08 080051 fullers [hand tools] ○
丸へし（手持工具に当たるものに限
る。）

13B01 ○ 套錘（手工具） 0804

08 080052 fulling tools [hand tools] ○
縮じゅう用工具（手持工具に当たる
ものに限る。）

13B01 ○ 填充工具（手工具） 0804

08 080053 hunting knives ○ 狩猟ナイフ 13A01 ○ 獵刀 0801

08 080054 frames for handsaws ○ のこぎり用枠 13A01 ○ 手鋸架 0804

08 080055 saws [hand tools] ○
のこぎり（手持工具に当たるものに
限る。）

13A01 ○ 鋸子（手工具） 0804

08 080056 lasts [shoemakers' hand tools] ○
靴製造用靴型（手持工具に当たるも
のに限る。）

09A61 ○ 鞋模（製鞋用手工具） 0806

08 080058 curling tongs ○ ヘアアイロン 11A07,21F01 ○ 燙髮鉗 0803

08 080059 table cutlery [knives, forks and spoons] ○ スプーン、フォーク及び洋食ナイフ 13A01,19A05 ○ 餐具（刀及叉及匙） 0810

08 080059 tableware [knives, forks and spoons] ○ スプーン、フォーク及び洋食ナイフ 13A01,19A05 ○ 餐具（刀及叉及匙） 0810

08 080060 shears ○ 大ばさみ 13A01 ○ 大剪刀 0804

08 080061 shear blades ○ 大ばさみの刃 13A01 ○ 剪刀刃 0804

08 080062 perforating tools [hand tools] ○ せん孔用工具（手持工具） 13A01 ○ 鑽孔用手工具 0804

08 080063 tap wrenches ○ タップ回し 13A01 ○ 螺絲攻扳手 0804

08 080064 spanners [hand tools] ○ スパナー（手持工具） 13B01 ○ 扳手 0804

08 080064 wrenches [hand tools] ○ レンチ（手持工具） 13B01 ○ 扳手 0804

08 080065 ratchets [hand tools] ○ つめ車（手持工具） 13B01 ○ 棘輪 0804

08 080066 dies [hand tools] ○
ダイス（手持工具に当たるものに限
る。）

13A01 ○ 沖模（手工具） 0804

08 080066 screw stocks [hand tools] ○
ダイス回し（手持工具に当たるもの
に限る。）

13A01 ○ 攻螺紋器（手工具） 0804

08 080066 screw-thread cutters [hand tools] ○
ねじ切り工具（手持工具に当たるも
のに限る。）

13A01 ○ 螺紋切削工具（手工具） 0804

08 080067 borers ○ 手動式せん孔器 13A01 ○ 穿孔器 0804

08 080068 whetstone holders ○ 砥石ホルダー 13B03 ○ 磨刀石架 0809

08 080069 axes ○ まさかり 13A01 ○ 斧 0804

08 080070 table forks ○ 食卓用フォーク 19A05 ○ 餐叉 0810

08 080071 planes ○ かんな 13A01 ○ 刨刀 0804

08 080072 hand tools, hand-operated ○ 手持工具（手動式のもの）
13A01,13B01,13B02,

13B03
○ 手動手工具 0804

08 080073 vegetable shredders, hand-operated ○ 手動式野菜用シュレッダー 19A05 ○ 手動蔬菜切絲器 0810

08 080073 vegetable slicers, hand-operated ○ 手動式野菜用スライサー 19A05 ○ 手動蔬菜切片器 0810

08 080074 nail nippers ○ つめ切り 13A01 ○ 拔釘鉗 0804

08 080075 tube cutters [hand tools] ○
パイプカッター（手持工具に当たる
ものに限る。）

13A01 ○ 手動切管器 0804

08 080076 cutters* ○ カッターナイフ 13A01 X 刀具* ―

08 080077 cleavers ○ 肉切りぼうちょう 13A01 ○ 切肉刀 0810

08 080078 cutlery* ○ 刃物類 13A01,13A03 X 刀叉匙等餐具* ―

08 080079 fruit pickers [hand tools] ○ 採果用手動利器 13A01 ○ 摘果器（手工具） 0804

08 080080 spoons* ○ スプーン 19A05 X 匙* ―

08 080081 ladles [hand tools] ○
ひしゃく及び取瓶（手持工具に当た
るものに限る。）

13B01 ○ 長柄杓（手工具） 0804

08 080082 razor strops ○ 革砥 13B03 ○ 磨剃刀皮帶 0809

08 080083 earth rammers [hand tools] ○ 地面突き棒（手持用具） 13B01 ○ 地面夯實槌（手工具） 0804

08 080084 stamping-out tools [hand tools] ○
打抜き工具（手持工具に当たるもの
に限る。）

13A01 ○ 搗碎工具（手工具） 0804

08 080084 stamps [hand tools] ○
押型（手持工具に当たるものに限
る。）

13A01 ○ 杵（手工具） 0804

08 080085 milling cutters [hand tools] ○
フライス（手持工具に当たるものに
限る。）

13A01 ○ 銑刀（手工具） 0804

08 080086 trowels [gardening] ○ 園芸用移植ごて 13B01 ○ 園藝移植用鏝刀 0804

08 080087 trowels ○ 左官用こて 13B01 ○ 鏝刀 0804

08 080088
apparatus for destroying plant parasites, hand-

operated
○ 手動式植物の寄生虫駆除具 13A01,13B01 ○ 手動操作之殺植物寄生物用裝置 0804

08 080089 glaziers' diamonds [parts of hand tools] ○
ガラス切り用ダイヤ小片（手持工具
の部品）

13A01 ○ 玻璃切割用金鋼鑽（手工具零件） 0804

08 080090 expanders [hand tools] ○
管広げ用具（手持工具に当たるもの
に限る。）

13B01 ○ 擴張器（手工具） 0804

08 080091 stropping instruments ○ 革砥 13B03 ○ 用磨刀皮帶磨的研磨用器具 0809

08 080092 sharpening instruments ○
研磨用具（手持工具に当たるものに
限る。）

13B03 ○ 磨銳器具 0809

08 080093 blade sharpening instruments ○ 刃研磨用具 13B03 ○ 磨刀器 0809

08 080095 scaling knives ○ 魚のうろこ取り用ナイフ 13A01 ○ 魚鱗刮刀 0810

08 080096 thistle extractors [hand tools] ○ あざみ抜き（手持工具） 13A01,13B01 ○ 根除薊用器具（手工具） 0804

08 080097 pruning scissors ○ 剪定ばさみ 13A01 ○ 修枝剪 0804

08 080097 secateurs ○ 剪定ばさみ 13A01 ○ 修枝剪 0804

08 080098 long reach loppers ○ 遠くまで届く剪定ばさみ 13A01 ○ 長柄伸縮修剪器 0804

08 080099 budding knives ○ 芽接ぎ用ナイフ 13A01 ○ 接枝用刀 0804

08 080100 tree pruners ○ 高枝剪定具 13A01 ○ 修樹枝剪刀 0804

08 080101 cuticle nippers ○ つめの甘皮用ニッパー 13A01 ○ 指甲皮用鑷子 0803

08 080101 cuticle tweezers ○ つめの甘皮用ピンセット 01C01 ○ 指甲皮用鑷子 0803

08 080102 hair-removing tweezers ○ 毛抜き 21F01 ○ 拔毛用鑷子 0804

08 080103 marline spikes ○ マーリンスパイク 13B01 ○ 穿索針 0804

08 080104 carpenters' augers ○ 大工用螺旋状きり 13A01 ○ 木工用螺旋鑽 0804

08 080105 embossers [hand tools] ○ 型押し用手動工具 13B01 ○ 壓花器（手工具） 0804

08 080106 pedicure sets ○ ペディキュアセット 21F01 ○ 修趾甲用具組 0803

08 080107 razor cases ○ かみそり用容器 21F01 ○ 剃刀盒 0803

08 080108 hollowing bits [parts of hand tools] ○
くり抜き用ビット（手持工具用のも
のに限る。）

13A01 ○ 鑿孔用鑽頭（手工具） 0804

08 080109 rakes [hand tools] ○
レーキ（手持工具に当たるものに限
る。）

09A41 ○ 耙（手工具） 0804

08 080110 shovels [hand tools] ○ ショベル（手持工具） 13B01 ○ 鏟（手工具） 0804

08 080111 spades [hand tools] ○ すき 09A41 ○ 鏟（手工具） 0804

08 080112 border shears ○ 園芸用植木ばさみ 13A01 ○ 修邊大剪刀 0804

08 080113 scythes ○ 大がま 13A01 ○ 大鐮刀 0804

08 080114 scythe rings ○ 大がま用リング 13A01 ○ 大鐮刀用環 0804

08 080115 scythe stones ○ 大がま用砥石 13B03 ○ 大鐮刀用砥石 0809

08 080115 whetstones ○ 砥石 13B03 ○ 砥石 0809

08 080116 irons [non-electric hand tools] ○
アイロン（手持工具）（電気式のも
のを除く。）

19B03 ○ 非電熨斗 0812

08 080117 goffering irons ○ ひだ付けアイロン 19B03 ○ 燙縐褶用鐵具 0812



08 080118 glazing irons ○ 研磨用鉄砥 13B03 ○ 上釉鐵具 0809

08 080118 polishing irons [glazing tools] ○ 研磨用鉄砥 13B03 ○ 拋光用砥鐵（拋光工具） 0809

08 080119 blades for planes ○ かんな用刃 13A01 ○ 刨子用刀片 0804

08 080120 molding irons ○ モールディング用鉄製器具 13B01 ○ 鑄模用鐵器 0804

08 080120 moulding irons ○ モールディング用鉄製器具 13B01 ○ 鑄模用鐵器 0804

08 080121 crimping irons ○ カールごて 11A07,21F01 ○ 捲髮用鐵夾 0803

08 080122 branding irons ○ 烙印こて 13B01 ○ 打印用烙鐵 0808

08 080124 gimlets [hand tools] ○ 木工ぎり（手持工具） 13A01 ○ 手動式手鑽 0804

08 080125 sword scabbards ○ 刀剣のさや 13A03 ○ 刀劍鞘 0811

08 080126 hand implements for hair curling ○ 頭髪カール器 11A07,21F01 ○ 捲髮用手工具 0803

08 080127 lawn clippers [hand instruments] ○
芝刈ばさみ（手持工具に当たるもの
に限る。）

13A01 ○ 割草刀（手工具） 0804

08 080128 ice picks ○ アイスピック 13A01 ○ 冰錐 0804

08 080129 gouges [hand tools] ○ 丸のみ（手持工具） 13A01 ○ 鑿具（手工具） 0804

08 080130 bludgeons ○ 護身棒 19B43 ○ 棍棒 0802

08 080130 police batons ○ 警棒 19B43 ○ 警棍 0802

08 080130 truncheons ○ 警棒 19B43 ○ 警棍 0802

08 080131 engraving needles ○ 彫刻針 13A01 ○ 雕刻針 0804

08 080132 farriers' knives ○ 削蹄刀 13A01 ○ 蹄鐵匠用刀 0804

08 080133 paring knives ○ 果物ナイフ 13A01 ○ 削皮刀 0804、0810

08 080134 grafting tools [hand tools] ○ 接ぎ木用手動利器 13A01 ○ 樹木嫁接用具（手工具） 0804

08 080135 rabbeting planes ○ しゃくりかんな 13A01 ○ 槽刨 0804

08 080136 vegetable choppers ○ 野菜用チョッパー 19A05 ○ 切菜刀 0810

08 080137 hatchets ○ なた 13A01 ○ 斧頭 0804

08 080138 choppers being knives ○ 肉切り包丁 13A01 ○ 切菜刀 0810

08 080139 hoop cutters [hand tools] ○
たが用カッター（手持工具に当たる
ものに限る。）

13A01 ○ 捲材切割器（手工具） 0804

08 080140 harpoons* ○ もり 13A01 ○ 魚叉* 0801

08 080141 adzes [tools] ○ 手斧 13A01 ○ 扁斧 0804

08 080142 mattocks ○ 根掘りぐわ 09A41 ○ 鶴嘴鋤 0804

08 080143 oyster openers ○ 牡蠣の殻開けナイフ 13A01 ○ 牡蠣剝殼用具 0810

08 080144 insecticide atomizers [hand tools] ○
殺虫剤用噴霧器（手持工具に当たる
ものに限る。）

19B54 ○ 殺蟲劑用噴霧器（手工具） 0804

08 080144 insecticide sprayers [hand tools] ○
殺虫剤用噴霧器（手持工具に当たる
ものに限る。）

19B54 ○ 殺蟲劑用噴霧器（手工具） 0804

08 080144 insecticide vaporizers [hand tools] ○
殺虫剤用噴霧器（手持工具に当たる
ものに限る。）

19B54 ○ 殺蟲劑用噴霧器（手工具） 0804

08 080145 garden tools, hand-operated ○ 園芸用器具（手動式のもの） 13A01,13B01 ○ 園藝用手動手工具 0804

08 080146 pruning knives ○ 剪定ナイフ 13A01 ○ 剪枝用刀具 0804

08 080147 clamps for carpenters or coopers ○
締め具（大工用又はおけ屋用のも
の）

13B01 ○ 木工用或桶匠用夾鉗 0804

08 080148 razor blades ○ かみそり刃 13A01 ○ 安全剃刀刀片 0803

08 080149 blades [hand tools] ○ ナイフ（手持工具） 13A01 X 刀具（手工具） ―

08 080150 blades [weapons] ○ ナイフ（武器） 13A01,13A03 ○ 劍（武器） 0811

08 080151 saw blades [parts of hand tools] ○ のこぎりの刃（手持工具の部品） 13A01 ○ 鋸子的刀具片（手工具零件） 0804

08 080153 levers ○ てこ 13B01 ○ 槓桿 0804

08 080154 machetes ○ なた 13A01 ○ 大砍刀 0804

08 080155 mallets [hand instruments] ○ 木づち（手持用具） 13B01 ○ 木錘（手工具）；木鎚 0804

08 080156 hammers [hand tools] ○ ハンマー 13B01 ○ 錘子 0804

08 080157 sledgehammers ○ 大ハンマー 13B01 ○ 大錘 0804

08 080158 masons' hammers ○ 石工用ハンマー 13B01 ○ 石工用錘 0804

08 080159 chisels ○ のみ 13A01 ○ 鑿子 0804

08 080160 metal band stretchers [hand tools] ○ 手動式金属バンド伸張器具 13B01 ○ 金屬帶用拉伸器（手工具） 0804

08 080161 braiders [hand tools] ○
組ひも機（手持工具に当たるものに
限る。）

09A07 ○ 編結機（手工具） 0804

08 080162 money scoops ○ 小銭受け 13B01 ○ 零錢收集器 0804

08 080163 mortars for pounding [hand tools] ○ 粉砕用乳鉢（手持工具） 13B01 ○ 搗碎用研缽（手工具） 0804

08 080164 wick trimmers [scissors] ○ 芯切り用はさみ 13A01 ○ 切芯器（剪刀） 0804

08 080166 shaving cases ○ ひげそり用具入れ 21F01 ○ 刮鬍刀盒 0803

08 080167 numbering punches ○
ナンバリングポンチ（手持工具に当
たるものに限る。）

13A01 ○ 編號打印器 0808

08 080168 nail files ○ つめやすり 13A01 ○ 指甲用銼刀 0803

08 080169 can openers, non-electric ○ 缶切（電気式のものを除く。） 19A05 ○ 非電動開罐器 0810

08 080169 tin openers, non-electric ○ 缶切（電気式のものを除く。） 19A05 ○ 非電動開罐器 0810

08 080171 picks [hand tools] ○ つるはし 13B01 ○ 十字鎬 0804

08 080172 pestles for pounding [hand tools] ○ 粉砕用乳棒（手持工具） 13B01 ○ 搗碎用杵（手工具） 0804

08 080172 rammers [hand tools] ○ 突き棒（手持用具） 13B01 ○ 搗錘（手工具） 0804

08 080174 guns [hand tools] ○
手動式噴霧器（手持工具に当たるも
のに限る。）

19B54 ○ 噴槍（手工具） 0804

08 080175 centre punches [hand tools] ○ センターポンチ 13A01 ○ 中心衝（手工具） 0804

08 080176 foundry ladles [hand tools] ○
鋳造用とりべ（手持工具に当たるも
のに限る。）

13B01 ○ 鑄造用杓 0804

08 080177 plane irons ○ かんなの刃 13A01 ○ 刨刀 0804

08 080178 rasps [hand tools] ○ 石目やすり（手持工具） 13A01 ○ 粗銼刀（手工具） 0804

08 080179 razors, electric or non-electric ○ 電動式又は非電動式かみそり 11A07,13A01 ○ 電動或非電動式剃刀 0803

08 080180 pin punches ○ ピンポンチ 13A01 ○ 尖沖頭 0804

08 080181 fire irons ○ 炉辺鉄具 19B29 ○ 火爐用具 0804

08 080182 riveters [hand tools] ○
リベッタ（手持工具に当たるものに
限る。）

13B01 ○ 手動鉚釘槍 0804

08 080183 hainault scythes ○ 大がま 13A01 ○ 鐮刀 0804

08 080184 weeding forks [hand tools] ○
除草用フォーク（手持工具に当たる
ものに限る。）

09A41 ○ 除草用耙 0804

08 080185 hoes [hand tools] ○
くわ（手持工具に当たるものに限
る。）

09A41 ○ 鋤頭 0804

08 080186 saw holders ○ のこぎり用ホルダー 13A01 ○ 鋸把 0804

08 080187 hackles [hand tools] ○
すきぐし（手持工具に当たるものに
限る。）

13B01 ○ 櫛梳（手工具） 0804

08 080188 bill-hooks ○ なた鎌 13A01 ○ 鉤刀 0804

08 080189 sickles ○ 小がま 13A01 ○ 鐮刀 0804

08 080191 implements for decanting liquids [hand tools] X ［液体傾用具（手持用具）］ ― ○ 傾注液體用器具（手工具） 0804

08 080192 edge tools [hand tools] ○ 手動利器 13A01,13A03 X 利器（手工具） ―

08 080193 taps [hand tools] ○
タップ（手持工具に当たるものに限
る。）

13A01 ○ 螺絲攻 0804

08 080194 augers [hand tools] ○
螺旋状のきり（手持工具に当たるも
のに限る。）

13A01 ○ 螺旋鑽（手工具） 0804

08 080195 screwdrivers, non-electric ○ ねじ回し（電動式のものを除く。） 13B01 ○ 非電動螺絲起子 0804

08 080196 priming irons [hand tools] ○
たがね（手持工具に当たるものに限
る。）

13A01 X 塗底漆用工具（手工具） ―

08 080197 bits [hand tools] ○ ビット（手持工具） 13A01 ○ 鑽頭 0804

08 080198 tube cutting instruments ○ パイプカッター 13A01 ○ 切管用器具 0804

08 080199 breast drills ○ 胸当てぎり 13A01 ○ 手搖鑽 0804

08 080200 agricultural implements, hand-operated ○ 手動式農業用器具 09A41 ○ 手動式農業用器具 0804

08 080201 grindstones [hand tools] ○ 回転砥石（手持工具） 13B03 ○ 磨石砂輪（手工具） 0809

08 080201 sharpening wheels [hand tools] ○ 回転砥石（手持工具） 13B03 ○ 磨石砂輪（手工具） 0809

08 080202 syringes for spraying insecticides ○ 殺虫剤散布器 19B54 ○ 殺蟲劑用噴霧器 0804

08 080203 silver plate [knives, forks and spoons] ○
銀製のスプーン、フォーク及び洋食
ナイフ

13A01,19A05 X 銀製餐具（刀、叉及匙） ―

08 080204 diggers [hand tools] ○ 採掘用手動工具 13B01 ○ 挖掘器 0804

08 080205 knives* ○ ナイフ 13A01 X 刀具* ―

08 080206 pliers ○ プライヤー 13B01 ○ 鉗子 0804

08 080207 nippers ○ やっとこ 13B01 ○ 鑷子 0804

08 080207 pincers ○ やっとこ 13B01 ○ 鑷子 0804

08 080207 tongs ○ やっとこ 13B01 ○ 鑷子 0804

08 080208 swords ○ 刀剣 13A03 ○ 刀劍 0811

08 080209 sabres ○ サーベル 13A03 ○ 佩刀 0811

08 080211 rams [hand tools] ○ くい打ち器（手持用具） 13B01 ○ 夯錘（手工具） 0804

08 080212 instruments for punching tickets ○ 切符せん孔用器具 13A01 ○ 票用打孔器 0804

08 080213 nail files, electric ○ 電気式つめやすり 11A07 ○ 電動式指甲銼刀 0803



08 080214 fingernail polishers, electric or non-electric ○
つめ磨き器（電動式のもの又は電動
式でないもの）

11A07,13A01 ○ 電動或非電動指甲磨光器 0803

08 080214 nail buffers, electric or non-electric ○
つめ磨き（電動式のもの又は電動式
でないもの）

11A07,13A01 ○ 電動或非電動指甲磨光器 0803

08 080218 drill holders [hand tools] ○ ドリルホルダー（手持工具） 13A01 ○ 鑽柄（手工具） 0804

08 080219
hair clippers for personal use, electric and

non-electric
○ 電気式及び非電気式散髪用バリカン 11A07,13A01 ○ 電動或非電動個人用理髮器 0803

08 080220 agricultural forks [hand tools] ○
農業用フォーク（手持工具に当たる
ものに限る。）

09A41 ○ 農業叉（手工具） 0804

08 080221 nail clippers, electric or non-electric ○ 電気式及び非電気式つめ切り 11A07,13A01 ○ 電動或非電動指甲刀 0803

08 080222 hair clippers for animals [hand instruments] ○ 動物用手動バリカン 13A01 ○ 動物用剪刀（手工具） 0803

08 080223 shearers [hand instruments] ○
大ばさみ（手持工具に当たるものに
限る。）

13A01 ○ 剪斷器（手工具） 0804

08 080224 flat irons ○ アイロン 11A06,19B03 ○ 熨斗 0812

08 080226 emery grinding wheels ○ 金剛砂製グラインダー 13B03 ○ 金剛砂輪 0809

08 080227 files [tools] ○ やすり（工具） 13A01 ○ 銼刀 0804

08 080228 punch pliers [hand tools] ○
穿孔用プライヤー（手持工具に当た
るものに限る。）

13B01 ○ 軋孔鉗（手工具） 0804

08 080229 punches [hand tools] ○ せん孔器（手持工具） 13A01 ○ 穿孔器（手工具） 0804

08 080230 cutting tools [hand tools] ○
切削工具類（手持工具に当たるもの
に限る。）

13A01 X 切割工具（手工具） ―

08 080231 manicure sets ○ マニキュアセット 21F01 ○ 修指甲用具組 0803

08 080232
guns, hand-operated, for the extrusion of

mastics
○ 手動式マスチック噴霧器 19B54 ○ 手動膠黏劑擠壓槍 0804

08 080234 ditchers [hand tools] ○ 溝堀用手動工具 13B01 ○ 挖溝器 0804

08 080235 scrapers [hand tools] ○
スクレイパー（手持工具に当たるも
のに限る。）

13A01,13B01 ○ 刮刀 0804

08 080236 fleshing knives ○ 肉削り用刀 13A01 ○ 去肉刀 0810

08 080236 meat choppers being knives ○ 肉切り包丁 13A01 ○ 切肉刀 0810

08 080236 mincing knives ○ ミンチ用ナイフ 13A01 ○ 切碎肉用刀 0810

08 080237 scraping tools [hand tools] ○
スクレイパー（手持工具に当たるも
のに限る。）

13A01,13B01 ○ 刮削工具（手工具） 0804

08 080241 ear-piercing apparatus ○ ピアス用耳穴あけ器 10D01,21F01 ○ 穿耳洞器 0803

08 080242 depilation appliances, electric and non-electric ○ 電気式及び非電気式脱毛器具 09E25,11A07,21F01 ○ 電動及非電動式脫毛器具 0803

08 080243 manicure sets, electric ○ 電気式マニキュアセット 11A07,21F01 ○ 電動式指甲修整用具 0803

08 080244 vices ○ 万力 13B01 ○ 老虎鉗 0804

08 080244 vises ○ 万力 13B01 ○ 老虎鉗 0804

08 080245 hand pumps* ○
手動ポンプ（手持工具に当たるもの
に限る。）

19B99 ○ 手動式邦浦* 0804

08 080246 daggers ○ 短剣 13A03 ○ 匕首 0811

08 080247 tool belts [holders] ○ 工具用ベルト（ホルダー） 13B01 ○ 工具帶 0804

08 080248 cheese slicers, non-electric ○
チーズスライサー（電気式のものを
除く。）

19A05 ○ 非電動起司切片器 0810

08 080249 pizza cutters, non-electric ○
ピザカッター（電気式のものを除
く。）

19A05 ○ 非電動披薩切割器 0810

08 080250 crow bars ○ かなてこ 13B01 ○ 鐵撬 0804

08 080251 egg slicers, non-electric ○ 卵スライサー（電動式でないもの） 19A05 ○ 非電動雞蛋切片器 0810

08 080252 eyelash curlers ○ まつ毛カール器 21F01 ○ 睫毛夾 0803

08 080253 miter boxes [hand tools] ○ 留め継ぎ箱（手持工具） 13B01 ○ 斜口鋸箱（手工具） 0804

08 080253 mitre boxes [hand tools] ○ 留め継ぎ箱（手持工具） 13B01 ○ 斜口鋸箱（手工具） 0804

08 080254 sand trap rakes ○ バンカー用レーキ 09A41,13B01 ○ 沙坑用耙子 0804

08 080255 fireplace bellows [hand tools] ○ 暖炉用ふいご（手持工具） 19B29 ○ 壁爐用手動風箱（手工具） 0804

08 080256 apparatus for tattooing ○ 入れ墨用器具 10D01,13A01,13A02 ○ 紋身器 0803

08 080257 emery files ○ つめやすり 13A01 ○ 金剛砂銼刀 0809

08 080258 draw wires [hand tools] ○ フィッシュテープ（手持工具） 13B01 ○ 金屬拉絲器（手工具） 0804

08 080258 fish tapes [hand tools] ○ フィッシュテープ（手持工具） 13B01 ○ 電線牽引器（手工具） 0804

08 080259 wire strippers [hand tools] ○ 電線被覆剥ぎ工具（手持工具） 13B01 ○ 剝線鉗（手工具） 0804

08 080261 bench vices [hand implements] ○ 取付万力（手持器具） 13B01 ○ 台虎鉗（手工器具） 0804

08 080262 non-electric caulking guns ○
コーキングガン（電気式のものを除
く。）

13B01 ○ 非電動填縫槍 0804

08 080263 metal wire stretchers [hand tools] ○ 金属製ワイヤ用伸張具（手持工具） 13B01 ○ 金屬線用拉伸器（手工具） 0804

08 080264 hobby knives [scalpels] ○ ホビーナイフ 13A01 ○ 工藝用刀（小而直的利刃） 0804

08 080265 air pumps, hand-operated ○ 手動式空気ポンプ 19B54 ○ 手動式空氣泵 0804

08 080266 ceramic knives ○ セラミック製ナイフ 13A01 ○ 陶瓷刀 0810

08 080267 emery boards ○ エメリーボード 13B03 ○ 指甲砂銼 0803

08 080268 ski edge sharpening tools, hand-operated ○ 手動式スキーエッジ用研ぎ具 13B03 ○ 手工操作滑雪板邊緣磨利器 0809

08 080269 tattoo needles ○ 入れ墨用針 10D01,13A01,13A02 ○ 紋身針 0803

08 080270 spatulas for use by artists ○ 芸術家用へら 25B01 ○ 藝術家用抹刀 0804

08 080271 sculptors' chisels ○ 彫刻家用のみ 13A01 ○ 雕塑家鑿子 0804

08 080272 table knives, forks and spoons of plastic ○
プラスチック製の食卓用ナイフ、
フォーク及びスプーン

13A01,19A05 ○ 塑膠製餐刀及餐叉及湯匙 0810

08 080273 table knives, forks and spoons for babies ○
乳児用の食卓用ナイフ、フォーク及
びスプーン

13A01,19A05 ○ 嬰兒用餐刀及餐叉及湯匙 0810

08 080274 scrapers for skis ○ スキー用スクレーパー 24C01 ○ 滑雪板用刮刀 0804

08 080275 handles for hand-operated hand tools ○ 手動式の手持工具用柄 13A01,13B01 ○ 手動手工具柄 0804

08 080276 knife handles ○ ナイフ用柄 13A01 ○ 刀柄 0804

08 080277 scythe handles ○ 大がま用柄 13A01 ○ 鐮刀柄 0804

08 080278 vegetable spiralizers, hand-operated ○ 手動式野菜用らせん状カッター 19A05 ○ 手動螺旋蔬果刨絲器 0810

08 080279 vegetable peelers, hand-operated ○ 手動式野菜用皮むき器 19A05 ○ 手動蔬菜削皮器 0810

08 080280 box cutters ○ 段ボール用カッター 13A01 ○ 美工刀 0804

08 080281 hair braiders, electric ○ 電気式毛髪編み機 11A07 ○ 電動編髮器 0803

08 080282 stirring sticks for mixing paint ○ 塗料混合用撹拌棒 13B01 ○ 油漆攪拌棒 0804

08 080283 wine bottle foil cutters, hand-operated ○
手動式ワインボトル用フォイルカッ
ター

13A01 ○ 手動葡萄酒瓶切箔刀 0810

08 080284 fruit segmenters ○ 果物用分割器 19A05 ○ 水果切片器 0810

08 080285 fruit corers ○ 果物の芯抜き器 19A05 ○ 水果去核器 0810

08 080286 kitchen mandolines ○ 手動式スライサー 19A05 ○ 廚房用切菜器 0810

08 080287 meat claws ○ ミートクロー 19A05 ○ 分肉器 0810

08 080288 sterile body piercing instruments ○ 無菌のボディピアス用穴あけ器 10D01,21F01 ○ 無菌穿孔器 0803

08 080289
laser hair removal apparatus, other than for

medical purposes
○

レーザー脱毛器具（医療用のものを
除く。）

09E25,11A07 ○ 非醫療用雷射除毛器 0803

08 080290 emergency hammers ○ 緊急時用ハンマー 13B01 ○ 緊急錘子 0804

08 080291 vegetable knives ○ 菜切りぼうちょう 13A01 ○ 蔬菜刀 0810

08 080292 carving forks ○ 肉切り用大型フォーク 19A05 ○ 切肉餐叉 0810

08 080293 carving knives ○ 肉切り用大型ナイフ 13A01 ○ 切肉刀 0810

08 080294 multi-tool knives ○ 多目的ナイフ 13A01 ○ 多功能刀 0804

08 080295 hand-operated corn cob strippers ○
手動式のトウモロコシの穂軸スト
リッパー（コーン粒取り器）

19A05 ○ 手動玉米剝粒器 0810

08 080296 hand-operated fruit slicers ○ 手動式果実用スライサー 19A05 ○ 手動水果切片器 0810

08 080297 food processors, hand-operated ○
フードプロセッサー（手動式のも
の）

19A05 ○ 手動食品加工器 0810

08 080298 portable handlooms, hand-operated ○
持ち運び可能な手織機（手動式のも
の）

09A07 ○ 手動可攜式手搖織機 0814

08 080299
tube squeezers, hand-operated, other than for

household purposes
○

手動式チューブ絞り器（家庭用のも
のを除く。）

09A99,09G99 ○ 非家庭用手動軟管擠壓器 0804

09 090001 coils, electric ○ コイル 11B01 ○ 線圈 0939

09 090002 particle accelerators ○ 粒子加速装置 11C02 ○ 粒子加速器 0939

09 090003
reflective articles for wear, for the prevention

of accidents
○

交通事故防止用反射用具（着用のも
の）

09G05 ○ 預防交通事故之穿戴式反光物品 0906

09 090004
protection devices for personal use against

accidents
○ 事故防止用身体防護具 09G05,17A08 ○ 個人用防事故裝置 0906

09 090005
clothing for protection against accidents,

irradiation and fire
○

事故・放射線又は火熱に対する身体
防護用衣服

17A06 ○ 防事故和防輻射和防火服裝 0906

09 090007 accumulators, electric, for vehicles ○ 蓄電池（乗物用） 11A03 ○ 車輛用蓄電池 0931

09 090007 batteries, electric, for vehicles ○ 蓄電池（乗物用） 11A03 ○ 車輛用蓄電池 0931

09 090008 accumulator jars ○ 蓄電池槽 11A03 ○ 電瓶 0931



09 090008 battery jars ○ 電槽 11A03 ○ 電瓶 0931

09 090009 accumulator boxes ○ アキュムレータボックス 09E12,11A03 ○ 電池箱 0931

09 090009 battery boxes ○ バッテリーボックス 11A03 ○ 電池箱 0931

09 090010 acidimeters for batteries ○ アシジメーター（電池用） 10C01 ○ 電池用酸液比重計 0952

09 090011 hydrometers ○ 浮きばかり 10C01 ○ 比重計 0952

09 090012 plates for batteries ○ 電池用電極板 11D01 ○ 電池極板 0931

09 090013 whistle alarms ○ 警笛音発生型警報器 09G04 ○ 警笛 0936

09 090014 acoustic alarms ○ 音響式警報器 09G04 ○ 聲音警報器 0943

09 090014 sound alarms ○ 音響式警報器 09G04 ○ 聲音警報器 0943

09 090015 acoustic conduits ○ 伝声管 09G99 ○ 聲導管 0920

09 090016 phonograph records ○ レコード 24E02 ○ 唱片 0933

09 090016 sound recording discs ○ 録音用磁気・光ディスク 11B01 ○ 錄音碟 0933

09 090017 speaking tubes ○ 伝声管 09G99 ○ 傳聲筒 0920

09 090018 actinometers ○ 光度計 10C01 ○ 光度計 0952

09 090019 adding machines ○ 加算器 09D01 ○ 加算機 0918

09 090020 aerometers ○ 気量計 10C01 ○ 氣體比重計 0952

09 090021 enlarging apparatus [photography] ○ 引伸ばし装置（写真用のもの） 10B01 ○ 攝影用放大設備 0919

09 090022
electro-dynamic apparatus for the remote control

of railway points
○ 転轍機の電気的遠隔制御装置 11B01 ○ 鐵道岔遙控電動設備 0943

09 090023 magnets* ○ 永久磁石 11D01 ○ 磁鐵* 0943

09 090024 electromagnetic coils ○ 電磁コイル 11B01 ○ 電磁線圈 0939

09 090025 air analysis apparatus ○ 空気分析装置 10C01 ○ 空氣分析儀器 0952

09 090026 alarms* ○ 警報器 09G04 ○ 警報器* 0943

09 090027 alcoholmeters ○ アルコール計 10C01 ○ 酒精計 0952

09 090028 alidades ○ アリダード 10C01 ○ 照準儀 0952

09 090029 food analysis apparatus ○ 食品分析装置 10C01 ○ 食物分析儀 0952

09 090030 electric apparatus for remote ignition ○ 電気式遠隔点火装置 11A06 ○ 遠距離點火用電氣設備 0943

09 090030
igniting apparatus, electric, for igniting at a

distance
○ 遠隔点火用電気装置 11A06 ○ 遠距離點火用電氣設備 0943

09 090031 ignition batteries ○ 点火用バッテリー 11A03 ○ 點火電池 0931

09 090033 altimeters ○ 高度計 10C01 ○ 高度計 0952

09 090034 asbestos gloves for protection against accidents ○ 事故防護用手袋（石綿製） 17A08 ○ 事故防止用石棉手套 0906

09 090035 asbestos clothing for protection against fire ○ 防火用石綿製被服 17A06 ○ 防火用石棉衣 0906

09 090036 ammeters ○ 電流計 11A04 ○ 安培計 0952

09 090037 amplifiers ○ 増幅器 11B01 ○ 放大器 0920、0939

09 090038 amplifying tubes ○ 増幅用電子管 11C01 ○ 真空管 0939

09 090038 amplifying valves ○ 増幅用電子管 11C01 ○ 真空管 0939

09 090039 anemometers ○ 風速計 10C01 ○ 風速計 0952

09 090040 calibrating rings ○ 外径検査用リングゲージ 10C01 ○ 校準口徑圈 0952

09 090041 fire extinguishers ○ 消火器 09G02 ○ 滅火器 0935

09 090043 anodes ○ 陽極 11D01 ○ 陽極 0943

09 090044 anode batteries ○ 陽極電池 11A03 ○ 陽極電池 0931

09 090044 high tension batteries ○ 高圧型電池 11A03 ○ 高壓電池 0931

09 090045 aerials ○ アンテナ 11B01 ○ 天線 0939

09 090045 antennas ○ アンテナ 11B01 ○ 天線 0939

09 090046 anti-glare glasses ○ サングラス 23B01 ○ 防眩用眼鏡 0922

09 090047 visors for helmets ○ ヘルメット用バイザー 09G05,24C01 ○ 頭盔面罩 0906

09 090048 anti-interference devices [electricity] ○ 混信防止装置 11B01,11C01 ○ 防無線電干擾設備 0939

09 090049 transformers [electricity] ○ 変圧器（電気用のもの） 11A01 ○ 變壓器 0943

09 090050 apertometers [optics] ○ 開口計（光学機械） 10B01 ○ 數值孔徑計 0952

09 090053 money counting and sorting machines ○
紙幣・硬貨の計数用及び選別用の機
械

09D01 ○ 貨幣計算選別機 0918

09 090054 distribution boxes [electricity] ○ 配電箱 11A01 ○ 配電箱 0943

09 090055 surveying instruments ○ 測量器具 10C01 X 測量儀器 ―

09 090056 surveying chains ○ 測鎖 10C01 ○ 測量用鏈 0952

09 090059 lenses for astrophotography ○ 天体写真用レンズ 10B01 ○ 天體照相用鏡頭 0919、0923

09 090060 thermionic tubes ○ 熱電子管 11C01 ○ 熱離子管 0939

09 090060 thermionic valves ○ 熱電子管 11C01 ○ 熱離子閥 0939

09 090061 audiovisual teaching apparatus ○

教育用映像周波機械器具、教育用音
声周波機械器具、その他の教育用視
聴覚機械器具

10B01,11B01 ○ 視聽教學儀器 0920

09 090062 coin-operated musical automata [juke boxes] ○
硬貨作動式自動演奏装置（ジューク
ボックス）

11B01 ○
投幣式音樂自動播放裝置（自動點
唱機）

0920

09 090062 juke boxes, musical ○
ジュークボックス（「電気通信機械
器具」に属するもの）

11B01 ○ 自動點唱機（音樂用） 0920

09 090063 mechanisms for coin-operated apparatus ○ 硬貨作動式機械用の始動装置 09E21 ○ 投幣啟動設備之機械裝置 0943

09 090064 mechanisms for counter-operated apparatus X ［数値入力式機械用作動装置］ ― ○ 代幣啟動設備之機械裝置 0943

09 090066 calipers ○ カリパス 10C01 ○ 游標尺 0950

09 090067 comparators ○ コンパレーター 10C01 ○ 比較測定儀 0952

09 090068 fire alarms ○ 火災報知機 09G04 ○ 火警警報器 0935

09 090069
automatic indicators of low pressure in vehicle

tires
○ 乗物用タイヤの低圧自動指示計 10C01 ○ 交通工具輪胎低壓自動指示器 0936

09 090069
automatic indicators of low pressure in vehicle

tyres
○ 乗物用タイヤの低圧自動指示計 10C01 ○ 交通工具輪胎低壓自動指示器 0936

09 090070 protective suits for aviators ○ 飛行士用保護服 17A06 ○ 飛行員安全服 0906

09 090071 alarm bells, electric ○ 電気式警報ベル 09G04 ○ 電子警報器 0943

09 090072 rods for water diviners ○ 水脈探知棒 10C01 ○ 水脈探測棒 0952

09 090073 life-saving rafts ○ 救命いかだ 09G01 ○ 救生筏 0906

09 090074 scales ○ はかり 10C01 ○ 秤 0951

09 090075 meteorological balloons ○ 気象観測用気球 10C01 ○ 氣象氣球 0952

09 090076 demagnetizing apparatus for magnetic tapes ○ 磁気テープ用消磁装置 11B01 ○ 磁帶消磁用裝置 0943

09 090077 tape recorders ○ テープレコーダー 11B01 ○ 錄音機 0920

09 090078 magnetic tapes ○ 未記録の磁気テープ 11B01,11C01 ○ 磁帶 0917、0933

09 090079 barometers ○ 気圧計 10C01 ○ 氣壓計 0952

09 090080 weighing machines ○ 計量機 10C01 ○ 衡器 0951

09 090081 weighbridges ○ 計量台 10C01 ○ 地秤 0951

09 090082 fire beaters ○ 火たたき（延焼防止用） 09G02 ○ 滅火拍打器 0935

09 090083 chargers for electric accumulators ○ 蓄電池用充電器 11A01 ○ 蓄電池充電器 0943

09 090085 betatrons ○ ベータトロン 11C02 ○ 迴旋加速器 0959

09 090086 ticket dispensing terminals, electronic ○ 電子式チケット発行端末装置 09E21 ○ 電子售票終端機 0918

09 090087 cabinets for loudspeakers ○ スピーカー用筐体 11B01 ○ 音箱 0920

09 090088 close-up lenses ○ クローズアップレンズ 10B01 ○ 近攝鏡 0919

09 090089 terminals [electricity] ○ 端子（電気用のもの） 11A01,11A05,11B01 ○ 端子 0943

09 090090 pressure indicator plugs for valves ○ バルブの圧力指示計用栓 10C01 ○ 閥用壓力指示器栓塞 0952

09 090092 galvanometers ○ 検流計 11A04 ○ 電流計 0952

09 090093 push buttons for bells ○ ベル用押しボタン 11A01 ○ 電鈴按鈕 0943

09 090094 branch boxes [electricity] ○ 配線函 11A01 ○ 分電箱 0943

09 090095 tone arms for record players ○
レコードプレーヤー用ピックアップ
アーム

11B01 ○ 唱臂 0920

09 090096 spirit levels ○ 水準器 10C01 ○ 水準儀 0952

09 090097 punched card machines for offices ○ 事務用パンチカード機械 09D01 ○ 辦公室用程式卡片打孔機 0917

09 090098 sheaths for electric cables ○ 電気用ケーブルの保護外被 11A05 ○ 電纜護套 0932

09 090099 frames for photographic transparencies ○ スライド用枠（写真用のもの） 26D01 ○ 幻燈片框 0919

09 090101 circular slide rules ○ 円形計算尺 25B01 ○ 測量用計算盤 0950

09 090102 slide-rules ○ 計算尺 25B01 ○ 計算尺 0950

09 090103 calculating machines ○ 計算機 09D01 ○ 計算機 0918

09 090104 slide calipers ○ ノギス 10C01 ○ 游標尺 0950

09 090105 jigs [measuring instruments] ○ ブロックゲージ 10C01 ○ 規尺 0950

09 090106 blueprint apparatus ○ 青写真複写機 09D01 ○ 曬藍圖設備 0915

09 090107 cinematographic cameras ○ 映画用撮影機 10B01 ○ 電影攝影機 0919

09 090109 capillary tubes for laboratory use ○ 実験室用毛細管 10A01 ○ 實驗室用毛細管 0921

09 090111 sound recording carriers ○ 録音用記録媒体 11B01 ○ 錄音載體 0933

09 090112 protective helmets ○ 保護ヘルメット 09G05,24C01 ○ 護頭盔 0904

09 090113 respiratory masks, not for medical purposes ○
呼吸マスク（医療用のものを除
く。）

17A05 ○ 非醫療用呼吸防護具 0906

09 090114 solderers' helmets ○ はんだ付け工用ヘルメット 09G05 ○ 焊接用頭盔 0904

09 090115 eyeglass chains ○ 眼鏡用鎖 23B01 ○ 眼鏡鏈 0922

09 090115 spectacle chains ○ 眼鏡用鎖 23B01 ○ 眼鏡鏈 0922



09 090116 heat regulating apparatus ○ 温度調整装置 10C01 ○ 熱調節儀器 0959

09 090117 darkrooms [photography] ○ 可搬式写真用暗室 10B01 ○ 攝影用暗房 0919

09 090120 boiler control instruments ○ ボイラー用制御装置 10C01,11B01 ○ 鍋爐控制儀器 0943

09 090122 drying racks [photography] ○ 乾燥台（写真用のもの） 10B01 ○ 照相用乾燥架 0919

09 090124 apparatus for editing cinematographic film ○ 映画用フィルム編集装置 10B01 ○ 影片剪輯裝置 0919

09 090125 printed circuits ○ プリント回路 11C01 ○ 印刷電路板 0940

09 090126 flashing lights [luminous signals] ○ 閃光式信号装置 09G06,09G07,09G08 ○ 閃光燈（信號燈） 0936

09 090127 signal bells ○ 信号用ベル 09G06,09G07,09G08 ○ 信號鈴 0936

09 090128 containers for microscope slides ○ 顕微鏡のスライドグラス用容器 10B01 ○ 顯微鏡載物片容器 0921

09 090129 collectors, electric ○ 集電極 11D01 ○ 集電器 0943

09 090130
electric installations for the remote control of

industrial operations
○ 電気的遠隔制御装置 11B01 ○ 工業操作遙控電氣設備 0943

09 090131 switchboxes [electricity] ○ 配電箱 11A01 ○ 配電箱 0943

09 090132 commutators ○ 整流子 11A01 ○ 整流器 0943

09 090133 marine compasses ○ 航海用コンパス 10C01 ○ 航海羅盤 0952

09 090134 eyepieces ○ 接眼レンズ 10B01 ○ 接目鏡 0923

09 090136 thread counters ○ 線条計数器 10C01 ○ 織品分析器 0952

09 090137 pedometers ○ 歩数計 10C01 ○ 計步器 0952

09 090138 counters ○ カウンター 10C01 ○ 計數器 0952

09 090138 meters ○ 指示計器類 10C01,11A04 ○ 計量儀表 0952

09 090139 metronomes ○ メトロノーム 24E01 ○ 節拍器 0959

09 090140 capacitors ○ 蓄電器 11A01,11B01 ○ 電容器 0943

09 090140 condensers [capacitors] ○ 蓄電器 11A01,11B01 ○ 電容器 0943

09 090141 conductors, electric ○ 電線及びケーブル 11A05 ○ 電氣導體 0943

09 090142 electricity conduits ○ 電線管 11A05 ○ 電氣導管 0932

09 090143 circuit closers ○ 回路閉じ器 11A01,11B01 ○ 閉路器 0943

09 090144 connectors [electricity] ○ コネクター（電気用のもの） 11A01 ○ 連接器 0943

09 090145 junction boxes [electricity] ○ 電気用接続箱 11A05 ○ 接線盒 0943

09 090146 switchboards ○ 配電盤 11A01 ○ 配電盤 0943

09 090148 contacts, electric ○ 電気接点 11A01 ○ 電氣接點 0943

09 090149 apparatus to check franking ○ 別納郵便物チェック装置 09D01 ○ 郵戳檢查裝置 0952

09 090149 apparatus to check stamping mail ○ 郵便切手の貼付チェック装置 09D01 ○ 郵戳檢查裝置 0952

09 090150 regulating apparatus, electric ○ 電気制御用機械器具 11A01 ○ 電動調節設備 0943

09 090151
monitoring apparatus, other than for medical

purposes
○

モニター付監視装置（医療用のもの
を除く。）

11B01 ○ 非醫療用監視裝置
0917、0919、
0920、0939、0943

09 090152 speed checking apparatus for vehicles ○ 乗物用の速度検査装置 10C01 ○ 交通工具測速裝置 0952

09 090153 converters, electric ○ 電気コンバーター 11A01 ○ 變流器 0943

09 090154
photocopiers [photographic, electrostatic,

thermic]
○

複写機器（写真式、静電式及び感熱
式のもの）

09D01,11C01 ○ 影印機（攝影、靜電、感熱） 0915

09 090156 eyeglass cords ○ 眼鏡用ひも 23B01 ○ 眼鏡掛帶 0922

09 090156 spectacle cords ○ 眼鏡用ひも 23B01 ○ 眼鏡掛帶 0922

09 090157 retorts ○ レトルト 10A01 ○ 曲頸瓶 0921

09 090158 retorts' stands ○ レトルト用スタンド 10A01 ○ 曲頸瓶座 0921

09 090159 correcting lenses [optics] ○ 補正レンズ（光学用のもの） 10B01 ○ 矯正鏡片 0922

09 090160 objectives [lenses] [optics] ○ 対物レンズ（光学用のもの） 10B01 ○ 光學接物鏡 0923

09 090161 cosmographic instruments ○ 天地学研究用又は実験用器具 10A01 ○ 宇宙學儀器 0923、0952

09 090162 diving suits ○ 潜水服 09G51,24C04 ○ 潛水衣 0905

09 090163 electric apparatus for commutation ○ 整流用電気装置 11A01 ○ 整流用電氣裝置 0943

09 090164 switches, electric ○ 電気スイッチ 11A01 ○ 開關 0943

09 090165 limiters [electricity] ○ 振動制限器（電気用） 11A01 ○ 電力限制器 0943

09 090166 electric plugs ○ 電気プラグ 11A01 ○ 電插頭 0943

09 090167 current rectifiers ○ 整流器 11A01 ○ 整流器 0943

09 090168 cell switches [electricity] ○ セルスイッチ（電気用のもの） 11A01 ○ 光電開關 0943

09 090168 reducers [electricity] ○ 減光器（照度調整器） 11A01 ○ 電源減壓器 0943

09 090169 dressmakers' measures ○ ドレスメーカー用物指し 10C01 ○ 裁縫用尺 0950

09 090170 crucibles [laboratory] ○ るつぼ（実験室用のもの） 10A01 ○ 坩堝 0921

09 090170 cupels [laboratory] ○ 灰吹皿（実験室用のもの） 10A01 ○ 實驗室用烤缽 0921

09 090171
appliances for measuring the thickness of

leather
○ 皮革厚測定具 10C01 ○ 皮革厚度量具 0952

09 090172 cyclotrons ○ サイクロトロン 11C02 ○ 迴旋加速器 0959

09 090173 counterfeit coin detectors ○ 偽造硬貨検出機 09D01 ○ 偽幣檢測器 0952

09 090174 shutter releases [photography] ○ レリーズ（写真用のもの） 10B01 ○ 攝影用快門開關 0919

09 090175 densimeters ○ 比重計 10C01 ○ 比重計 0952

09 090176 animated cartoons ○
アニメーションを内容とする記録済
み媒体及び動画ファイル

24E02,26D01 ○ 動畫片 0933

09 090177 laboratory trays ○ 実験室用トレイ 10A01 ○ 實驗室料盤 0921

09 090178
metal detectors for industrial or military

purposes
○ 工業用又は軍事用の金属検出器 11C02 ○ 工業或軍事用金屬探測器 0952

09 090179 sonars ○ ソナー 11C02 ○ 聲納器 0952

09 090180 detectors ○ 検出探知装置（測定機械器具） 10C01 ○ 探測器 0952

09 090181 shutters [photography] ○ シャッター（写真用のもの） 10B01 ○ 快門 0919

09 090182 diaphragms [acoustics] ○ 音響用振動板 11B01 ○ 聲振動膜 0920

09 090183
centering apparatus for photographic

transparencies
○

スライド用位置調整装置（写真用の
もの）

10B01 ○ 幻燈片用定中心裝置 0919

09 090184 cameras [photography] ○ カメラ（写真用のもの） 10B01 ○ 照相機 0919

09 090185 slides [photography] ○
スライドフィルム（現像済みのも
の）

26D01 ○ 幻燈片 0919

09 090185 transparencies [photography] ○
スライドフィルム（現像済みのも
の）

26D01 ○ 幻燈片 0919

09 090186 slide projectors ○ スライド映写機 10B01 ○ 幻燈機 0919

09 090186 transparency projection apparatus ○ スライド映写機 10B01 ○ 幻燈片放映設備 0919

09 090187 distance measuring apparatus ○ 距離測定機械器具 10C01 ○ 測距設備 0952

09 090188 dictating machines ○ 口述録音機 11B01 ○ 口述聽寫機 0920

09 090189 diffraction apparatus [microscopy] ○ 回折格子（顕微鏡用のもの） 10B01 ○ 顯微鏡用繞射裝置 0921

09 090190 loudspeakers ○ スピーカー 11B01 ○ 擴音器 0920

09 090191 circuit breakers ○ 遮断器 11A01 ○ 斷路器 0943

09 090192 record players ○ レコードプレーヤー 11B01 ○ 電唱機 0920

09 090193 microscopes ○ 顕微鏡 10B01 ○ 顯微鏡 0921

09 090194 apparatus for recording distance ○ 距離記録装置 10C01 ○ 距離記錄儀器 0952

09 090194 distance recording apparatus ○ 距離記録装置 10C01 ○ 距離記錄儀器 0952

09 090195 range finders ○ 測距儀 10C01 ○ 測距儀 0952

09 090195 telemeters ○ 測距儀 10C01 ○ 測距儀 0952

09 090197 distribution boards [electricity] ○ 配電盤 11A01 ○ 配電盤 0943

09 090198 distribution consoles [electricity] ○ 配電制御盤 11A01 ○ 配電控制台 0943

09 090200 compasses for measuring ○ 測定用コンパス 10C01 ○ 測量用圓規 0950

09 090201 measures ○ 計量器 10C01 X 測量器 ―

09 090202 measuring apparatus ○ 測定装置 10C01 X 測量儀器 ―

09 090203 dynamometers ○ 動力計、検力計 10C01 ○ 功率表 0952

09 090204 water level indicators ○ 水位計 10C01 ○ 水位計 0952

09 090205 fire escapes ○ 火災避難用具 09G01 ○ 火災避難設備 0935

09 090206 flash-bulbs [photography] ○ フラッシュバルブ（写真用のもの） 10B01 ○ 攝影用閃光燈泡 0919

09 090207 telephone receivers ○ 電話の受話器 11B01 ○ 電話受話器 0939

09 090208 fluorescent screens ○ 蛍光スクリーン 10B01 ○ 螢光幕 0939

09 090209 projection screens ○ 映写用スクリーン 10B01 ○ 投影銀幕 0919

09 090210 workmen's protective face-shields ○
作業者の顔面保護用遮蔽具（ゴーグ
ルを除く。）

17A05 ○ 工人用保護面罩 0906

09 090211 screens [photography] ○ 映写スクリーン 10B01 ○ 銀幕 0919

09 090212 drainers for use in photography ○ 写真用水切り器 10B01 ○ 攝影用濾乾器 0919

09 090212 photographic racks ○ 写真用棚 10B01 ○ 攝影架 0919

09 090213 electric loss indicators ○ 電気損失測定器 11A04 ○ 電損指示器 0952

09 090214 measuring devices, electric ○ 電気式測定機械器具 10C01 X 電動測量裝置 ―

09 090215 cables, electric ○ 電気用ケーブル 11A05 ○ 電纜 0932

09 090216 ducts [electricity] ○ 配線用ダクト 11A05 ○ 迴路控制器 0943

09 090217 control panels [electricity] ○ 制御盤（電気用のもの） 11A01 ○ 電氣控制板 0943

09 090218 galvanic cells ○ ガルヴァーニ電池 11A03 ○ 原電池 0931

09 090219 connections for electric lines ○ 電線用接続具 11A05 ○ 電線接頭 0943

09 090220 connections, electric ○ 電気接続具 11A01 ○ 電接頭 0943

09 090220 couplings, electric ○ 電気接続具 11A01 ○ 電力耦合器 0943



09 090222 relays, electric ○ 継電器 11A01 ○ 繼電器 0943

09 090227 transmitters of electronic signals ○ 電子信号送信機 11B01 ○ 電子信號發射器 0939

09 090228 transmitting sets [telecommunication] ○ 送信機（電気通信用のもの） 11B01 ○ 發射機組 0939

09 090230 cleaning apparatus for phonograph records ○ レコード盤清浄用具 11B01 ○ 錄音唱片清潔設備 0920

09 090230 cleaning apparatus for sound recording discs ○ 録音盤清浄用具 11B01 ○ 錄音唱片清潔設備 0920

09 090231 sound recording strips ○ 録音用テープ 11B01 ○ 錄音帶 0933

09 090232 kilometer recorders for vehicles ○ 乗物用走行距離記録計 10C01 ○ 交通工具用里程記錄器 0952

09 090232 mileage recorders for vehicles ○ 乗物用走行距離記録計 10C01 ○ 交通工具用里程表 0952

09 090233 spools [photography] ○ スプール（写真用のもの） 10B01 ○ 攝影用膠卷捲軸 0919

09 090234 mechanical signs ○
機械式標識（「航路標識」を除
く。）

09G07 ○ 機械式標誌牌 0936

09 090235 epidiascopes ○ エピディアスコープ 10B01 ○ 實物幻燈機 0919

09 090236 test tubes ○ 試験管 10A01 ○ 試管 0921

09 090237 balancing apparatus ○ ホイールバランサ 10C01 ○ 平衡儀器 0952

09 090238 thermostats ○ サーモスタット 10C01 ○ 恆溫器 0943

09 090239 ergometers ○ エルゴメーター 10C01 ○ 測力計 0952

09 090240 material testing instruments and machines ○ 材料試験用の器具及び機械 10C01 ○ 材料檢驗儀器和機器 0952

09 090241 egg-candlers ○ 検卵器 09A45 ○ 照蛋器 0959

09 090242 gauges ○ ゲージ 10C01 X 測量儀器 ―

09 090243 gasoline gauges ○ ガソリンゲージ 10C01 ○ 油量表 0952

09 090243 petrol gauges ○ ガソリンゲージ 10C01 ○ 油量表 0952

09 090245 spark-guards ○ 溶接用つい立て 09G49 ○ 電火花擋板 0906

09 090246
cases especially made for photographic apparatus

and instruments
○ 写真用機器専用ケース 10B01 ○ 照相器材專用箱 0919

09 090249 testing apparatus not for medical purposes ○ 試験装置（医療用のものを除く。） 10C01 X 非醫療用測試儀 ―

09 090250 refractometers ○ 屈折計 10C01 ○ 折射計 0952

09 090251 exposure meters [light meters] ○ 露出計 10B01 ○ 曝光表 0952

09 090252 invoicing machines ○ インボイス作成機 09D01 ○ 發票機 0918

09 090253 fermentation apparatus for laboratory use ○ 実験室用発酵装置 10A01 ○ 實驗室用發酵裝置 0921

09 090254 railway traffic safety appliances ○ 鉄道用保安機械器具 09G06,09G49 ○ 鐵路交通安全設備 0936

09 090255 wires, electric ○ 電線 11A05 ○ 電線 0932

09 090256 magnetic wires ○ 磁気ワイヤ 11B01 ○ 磁線 0917

09 090257 plumb bobs ○ 下げ振り 10C01 ○ 鉛錘 0952

09 090258 plumb lines ○ 下げ振り糸 10C01 ○ 鉛錘線 0952

09 090259 nets for protection against accidents ○ 事故防護用網 07A01,07A03 ○ 防事故保護網 0906

09 090260 life nets ○ 救命網 09G01 ○ 安全網 0906

09 090260 safety nets ○ 救命網 09G01 ○ 安全網 0906

09 090261 safety tarpaulins ○ 救命用カンバス布 09G01 ○ 安全用防水布 0906

09 090262 film cutting apparatus ○ フィルム切断装置 10B01 ○ 膠片切割設備 0919

09 090263
filters for respiratory masks, not for medical

purposes
○

呼吸マスク用フィルター（医療用の
ものを除く。）

17A05 ○ 非醫療用呼吸防護具過濾器 0906

09 090264 filters for use in photography ○ 写真用フィルター 10B01 ○ 攝影用濾光鏡 0919

09 090266 battery chargers ○ バッテリーチャージャー
11A01,11B01,11C01,

24A01
○ 電池充電器 0943

09 090267 high-frequency apparatus ○ 高周波送受信装置 11B01 ○ 高頻儀器 0939

09 090268 frequency meters ○ 周波数計 11A04 ○ 頻率計 0952

09 090269 fuses ○ ヒューズ 11A01,11B01 ○ 保險絲 0932

09 090270 radios ○ ラジオ送受信機 11B01 ○ 收音機 0920

09 090271 galena crystals [detectors] ○ 方鉛鉱鉱石検波器 11B01 ○ 檢波器用方鉛晶體 0952

09 090272 galvanic batteries ○ ガルヴァーニ電池 11A03 ○ 原電池 0931

09 090274 gloves for protection against accidents ○
事故防護用手袋（「運動用具」に属
するものを除く。）

17A08 ○ 防事故手套 0906

09 090275 gloves for divers ○ 潜水用手袋 24C04 ○ 潛水手套 0905

09 090276
gloves for protection against X-rays for

industrial purposes
○ 工業用Ｘ線防護手袋 17A08 ○ 工業用防Ｘ光手套 0906

09 090278 gas testing instruments ○ ガス分析装置 10C01 ○ 氣體檢測儀 0952

09 090279 gasometers [measuring instruments] ○ ガス計量器（測定器具） 10C01 ○ 氣量計（測量儀器） 0952

09 090280 surveying apparatus and instruments ○ 測量用機器 10C01 X 測量裝置及儀器 ―

09 090281 levelling staffs [surveying instruments] ○ 水準標尺（測量器具） 10C01 ○ 水準標尺 0952

09 090281 rods [surveying instruments] ○ 標尺（測量器具） 10C01 ○ 水準標尺 0952

09 090282 drying apparatus for photographic prints ○ 写真用乾燥装置 10B01 ○ 照片曬印乾燥設備 0919

09 090283 glazing apparatus for photographic prints ○ 写真用の光沢仕上装置 10B01 ○ 照片曬印上光設備 0919

09 090284 rulers [measuring instruments] ○ 定規（測定器具） 10C01 ○ 直尺 0950

09 090285 graduated glassware ○ 測定用ガラス器具 10A01,10C01 ○ 計量用玻璃器皿 0921

09 090285 measuring glassware ○ 測定用ガラス器具 10A01,10C01 ○ 計量用玻璃器皿 0921

09 090286 screens for photoengraving ○ 写真凸版用スクリーン 09A11 ○ 照相製版用網屏 0919

09 090287 grids for batteries ○ 蓄電池用グリッド 11D01 ○ 電池極板 0931

09 090288 clothing for protection against fire ○ 防火用被服 17A06 ○ 防火衣 0906

09 090288 garments for protection against fire ○ 防火用衣服 17A06 ○ 防火衣 0906

09 090289 audio- and video-receivers ○ 音声・映像受信機 11B01 ○ 聲音及影像接收機 0920

09 090290 heliographic apparatus ○ 日照計 10C01 ○ 照相製版裝置 0919

09 090291 holograms ○ レーザー写真 26D01 ○ 全像圖 0919

09 090292 hygrometers ○ 湿度計 10C01 ○ 濕度表 0952

09 090293 identification threads for electric wires ○ 電線識別用外被織り込み糸 11A05 ○ 電線標識線 0932

09 090294 identification sheaths for electric wires ○ 電線識別用保護外被 11A05 ○ 電線識別包層 0932

09 090295 life-saving apparatus and equipment ○ 救命用具 09G01 ○ 救生裝置 0906

09 090296 fire hose nozzles ○ 消火ホース用ノズル 09G02 ○ 瞄子 0935

09 090297 fire engines ○ 消防車 12A05 ○ 消防車 0935

09 090298 fire pumps ○ 消火ポンプ 09G02 ○ 消防泵 0935

09 090299 clinometers ○ クリノメーター 10C01 ○ 傾斜計 0952

09 090299 gradient indicators ○ 傾斜指示計 10C01 ○ 傾斜計 0952

09 090299 inclinometers ○ 傾斜計 10C01 ○ 傾斜計 0952

09 090299 slope indicators ○ 傾斜指示計 10C01 ○ 傾斜計 0952

09 090300 taximeters ○ タクシーメーター 10C01 ○ 里程計費表 0952

09 090301 quantity indicators ○ 分量計量器 10C01 ○ 數量指示器 0952

09 090302 vacuum gauges ○ 真空計 10C01 ○ 真空計 0952

09 090303 speed indicators ○ 速度計 10C01 ○ 速度指示器 0952

09 090304 inductors [electricity] ○ インダクター（電気用のもの） 11A01,11B01,11D01 ○ 電感應器 0943

09 090305 armatures [electricity] ○ 電機子 11A01,11D01 ○ 電樞 0943

09 090306 data processing apparatus ○ データ処理装置 11C01 ○ 資料處理裝置 0917

09 090307 mirrors for inspecting work ○
検査作業用鏡（「医療機械器具」に
属するものを除く。）

10B01 ○ 檢驗用鏡 0921

09 090308 intercommunication apparatus ○ 相互通信装置 11B01 ○ 內部通訊設備 0938、0939

09 090309 carriers for dark plates [photography] ○ 暗板用キャリヤー（写真用のもの） 10B01 ○ 攝影用感光板盒 0919

09 090310 inverters [electricity] ○ インバーター（電気式のもの） 11A01 ○ 反相器 0943

09 090311
ionization apparatus not for the treatment of

air or water
○

イオン発生装置（空気清浄用又は浄
水用を除く。）

09A06 ○ 非空氣或水處理電離設備 0943

09 090312 peepholes [magnifying lenses] for doors ○ 扉用のぞき穴（拡大レンズ） 07A01 ○ 門眼 0923

09 090313 hemline markers ○ ヘムマーカー 10C01 ○ 衣裙下擺貼邊標示器 0959

09 090315 furniture especially made for laboratories ○ 実験室用特殊備品 10A01 ○ 實驗室用特製家具 0921

09 090316 lactodensimeters ○ 乳汁比重計 10C01 ○ 乳比重計 0952

09 090317 lactometers ○ 乳汁比重計 10C01 ○ 檢乳器 0952

09 090318 darkroom lamps [photography] ○ 写真用暗室ランプ 10B01 ○ 攝影用暗房燈 0919

09 090319 optical lamps ○ 映写機用光源ランプ 10B01 ○ 光學幻燈機 0919

09 090319 optical lanterns ○ 光学式幻灯機 10B01 ○ 光學幻燈機 0919

09 090321 magic lanterns ○ 幻灯機 10B01 ○ 幻燈機 0919

09 090322 signal lanterns ○ 信号用カンテラ 09G06,09G07,09G08 ○ 信號燈 0936

09 090323 lasers, not for medical purposes ○
レーザー光発生装置（医療用のもの
を除く。）

11C02 ○ 非醫療用雷射設備 0959

09 090324 optical lenses ○ 光学レンズ 10B01 ○ 光學鏡頭 0919

09 090325 letter scales ○ 手紙ばかり 10C01 ○ 信件秤 0951

09 090326 logs [measuring instruments] ○ 測程器 10C01 ○ 計程儀（測量儀器） 0952

09 090327 sounding lines ○ 測鉛線 10C01 ○ 測深索 0952

09 090328 magnifying glasses [optics] ○ 拡大鏡（光学用のもの） 10B01 ○ 放大鏡 0923

09 090329 signs, luminous ○ 発光式標識 09G06,09G07,09G08 ○ 發光式標誌 0936



09 090330 neon signs ○ ネオンサイン 20D04 ○ 霓虹燈廣告牌 0912

09 090331 eyeglasses ○ 眼鏡 23B01 ○ 眼鏡 0922

09 090331 spectacles ○ 眼鏡 23B01 ○ 眼鏡 0922

09 090333 surveyors' levels ○ 測量用水準器 10C01 ○ 測量用水準儀 0952

09 090334 eyeglass lenses ○ 眼鏡用レンズ 23B01 ○ 眼鏡鏡片 0922

09 090334 spectacle lenses ○ 眼鏡用レンズ 23B01 ○ 眼鏡鏡片 0922

09 090335 eyewear ○ 眼鏡 23B01 ○ 眼鏡 0922

09 090336 manometers ○ 圧力計 10C01 ○ 壓力計 0952

09 090336 pressure gauges ○ 圧力計 10C01 ○ 壓力計 0952

09 090337 periscopes ○ 潜望鏡 10B01 ○ 潛望鏡 0923

09 090338 protective masks, not for medical purposes ○
保護マスク（医療用のものを除
く。）

17A05 ○ 非醫療用防護面罩 0906

09 090339 mathematical instruments ○ 製図機器 09D01 ○ 數學儀器 0918、0950

09 090340 coin-operated mechanisms for television sets ○
硬貨作動式テレビジョン受像機用装
置

11B01 ○ 電視機用投幣啟動之機械裝置 0943

09 090341 megaphones ○ メガホン（拡声器） 11B01 ○ 擴音器 0920

09 090342 computer memory devices ○ コンピュータ記憶装置 11C01 ○ 電腦記憶體裝置 0917

09 090343 carpenters' rules ○ 折尺 10C01 ○ 木工尺 0950

09 090344 mercury levels ○ 水銀水準器 10C01 ○ 水銀水平儀 0952

09 090345 speed measuring apparatus [photography] ○
被写体速度測定装置（ストロボ写真
用のもの）

10B01 ○ 攝影用快門速度調整裝置 0919

09 090346 precision measuring apparatus ○ 精密測定装置 10C01 ○ 精密測量儀器 0952

09 090347 measuring instruments ○ 測定用具 10C01 X 測量器具 ―

09 090348 meteorological instruments ○ 気象観測用具 10C01 ○ 氣象儀器 0921、0952

09 090349 rules [measuring instruments] ○ 定規（測定器具） 10C01 ○ 尺（測量儀器） 0950

09 090350 micrometer screws for optical instruments ○ 光学用具用マイクロメーターねじ 10C01 ○ 光學儀器用測微螺栓 0952

09 090351 microphones ○ マイクロホン 11B01 ○ 麥克風 0920

09 090352 microtomes ○ ミクロトーム 10A01 ○ 微切片機 0921

09 090353 time switches, automatic ○ 自動タイムスイッチ 11A01 ○ 自動定時開關 0943

09 090354 mirrors [optics] ○ 鏡（光学用のもの） 10B01 ○ 光學用鏡 0923

09 090355 breathing apparatus for underwater swimming ○ 潜水用呼吸装置 09G51 ○ 潛水用呼吸裝置 0905

09 090356 nautical apparatus and instruments ○ 航海用計器・計測及び通信装置 10C01,11B01 ○ 航海裝置及儀器 0939、0952

09 090357 naval signalling apparatus ○ 船舶装備用信号装置
09G04,11A02,11B01,

12A01
○ 海軍用信號裝置 0936

09 090358 navigational instruments ○ ナビゲーション装置 11B01 ○ 導航儀器 0939

09 090359 eyeglass frames ○ 眼鏡用枠 23B01 ○ 眼鏡架 0922

09 090359 spectacle frames ○ 眼鏡用枠 23B01 ○ 眼鏡框 0922

09 090360 batteries, electric ○ 蓄電池 11A03 ○ 蓄電池 0931

09 090361 accumulators, electric ○ 蓄電池 11A03 ○ 蓄電池 0931

09 090362
levels [instruments for determining the

horizontal]
○ 水準器（水平面決定用具） 10C01 ○ 水平儀（測定水平用儀器） 0952

09 090363 levelling instruments ○ 水準儀 10C01 ○ 水平儀 0952

09 090365 prisms [optics] ○ プリズム（光学用のもの） 10B01 ○ 稜鏡 0923

09 090366 observation instruments ○ 観測用機械器具 10C01 ○ 觀察儀器 0921、0923

09 090367 octants ○ 八分儀 10C01 ○ 八分儀 0952

09 090368 ohmmeters ○ オーム計 11A04 ○ 歐姆表 0952

09 090369 wavemeters ○ 波長計 11A04 ○ 波長計 0952

09 090370 optical apparatus and instruments ○ 光学用機器 10B01 X 光學裝置及儀器 ―

09 090371 optical glass ○ 光学ガラス 07E01 ○ 光學鏡片 0923

09 090372 computers ○ コンピュータ 11C01 ○ 電腦 0917

09 090373 computer programs, recorded ○
コンピュータプログラム（記憶され
たもの）

11C01 ○ 已錄電腦程式 0917

09 090374 oscillographs ○ オシログラフ 11A04 ○ 示波器 0952

09 090377 oxygen transvasing apparatus ○ 酸素詰替え装置 09G99 ○ 氧氣轉換裝置 0959

09 090379 micrometer gauges ○ マイクロメーター 10C01 ○ 測微計 0952

09 090379 micrometers ○ マイクロメーター 10C01 ○ 測微計 0952

09 090380 signalling panels, luminous or mechanical ○ 発光式又は機械式の標識板 09G06,09G07,09G08 ○ 發光或機械信號板 0936

09 090381 lightning arresters ○ 避雷器 11A01 ○ 避雷器 0943

09 090381 lightning conductors ○ 避雷針 11A01 ○ 避雷針 0943

09 090381 lightning rods ○ 避雷針 11A01 ○ 避雷針 0943

09 090383 parking meters ○ パーキングメーター 09E26 ○ 停車計時收費表 0952

09 090384 apparatus and instruments for astronomy ○ 天文用測定機械器具、天体望遠鏡 10B01,10C01,11C02 X 天文學裝置及儀器 ―

09 090386 apparatus for measuring the thickness of skins ○ 皮革厚測定装置 10C01 ○ 皮厚度測量儀器 0952

09 090387 acid hydrometers ○ 酸用浮きばかり 10C01 ○ 酸液比重計 0952

09 090388 weighing apparatus and instruments ○ 計量用機器 10C01 ○ 秤重裝置及儀器 0951

09 090389 salinometers ○ 塩分計 10C01 ○ 鹽分計 0952

09 090390 washing trays [photography] ○ 水洗用トレイ（写真用のもの） 10B01 ○ 攝影用沖洗盤 0919

09 090391 stands for photographic apparatus ○ 写真装置用スタンド 10B01 ○ 照相器材腳架 0919

09 090392 viewfinders, photographic ○ 写真用ファインダー 10B01 ○ 攝影用取景器 0919

09 090393 photometers ○ 測光器 10C01 ○ 光度計 0952

09 090394 phototelegraphy apparatus ○ 写真電送装置 11B01 ○ 電報傳真機 0938

09 090395 apparatus and instruments for physics ○ 物理学実験用機械器具 10A01 ○ 物理學裝置及儀器 0921、0923、0952

09 090396 steering apparatus, automatic, for vehicles X ［乗物用自動操縦装置］ ― ○ 交通工具自動駕駛儀器 0959

09 090397 pince-nez ○ 鼻眼鏡 23B01 ○ 夾鼻眼鏡 0922

09 090398 laboratory pipettes ○ 実験室用ピペット 10A01 ○ 實驗室滴管 0921

09 090399 plane tables [surveying instruments] ○ 平板（測量器具） 10C01 ○ 平板儀 0952

09 090400 planimeters ○ プラニメーター 10C01 ○ 面積計 0952

09 090401 ear plugs for divers ○ 潜水用耳栓 01C04 ○ 潛水用耳塞 0905

09 090402 bells [warning devices] ○ ベル（警報装置） 09G04 ○ 警鈴 0943

09 090403 weights ○ 分銅 10C01 ○ 砝碼 0951

09 090404 polarimeters ○ 偏光計 10C01 ○ 偏振計 0952

09 090407 radiotelephony sets ○ 無線電話機 11B01 ○ 無線電話機 0938

09 090408 radiotelegraphy sets ○ 無線電信機 11B01 ○ 無線電報機 0938

09 090409 pressure measuring apparatus ○ 圧力測定装置 10C01 ○ 壓力量測儀器 0952

09 090410 pressure indicators ○ 圧力指示計 10C01 ○ 壓力指示器 0952

09 090411 projection apparatus ○ 映写装置 10B01 ○ 投影設備 0919

09 090412 cathodic anti-corrosion apparatus ○ 陰極防食用電極 11D01 ○ 陰極防腐蝕裝置 0943

09 090414 teeth protectors* ○
歯の防護具（歯科用のものを除
く。）

17A05,24C01 ○ 牙齒保護器* 0906

09 090415 pyrometers ○ パイロメーター 10C01 ○ 高溫計 0952

09 090416 radar apparatus ○ レーダー装置 11B01 ○ 雷達裝置 0939

09 090417 vehicle radios ○ 乗物用ラジオ受信機 11B01 ○
交通工具用無線電設備；交通工具
用收音機

0939；0920

09 090418 radiological apparatus for industrial purposes ○ 工業用の放射線装置 11C02 ○ 工業用放射設備 0956

09 090419 protractors [measuring instruments] ○ 測定用分度器 10C01 ○ 分度器 0950

09 090420
apparatus and installations for the production

of X-rays, not for medical purposes
○

Ｘ線発生装置（医療用のものを除
く。）

11C02 ○ 非醫療用Ｘ光產生裝置 0956

09 090421 X-ray tubes not for medical purposes ○ Ｘ線管（医療用のものを除く。） 11C01 ○ 非醫療用Ｘ光管 0956

09 090422
protection devices against X-rays, not for

medical purposes
○

Ｘ線防護装置（医療用のものを除
く。）

11C02 ○ 非醫療用Ｘ光防護裝置 0906

09 090423 telephone apparatus ○ 電話用器具 11B01 ○ 電話機 0938

09 090424 refractors ○ 屈折望遠鏡 10B01 ○ 折射鏡 0923

09 090425 X-ray apparatus not for medical purposes ○ Ｘ線装置（医療用のものを除く。） 11C02 ○ 非醫療用Ｘ光設備 0956

09 090426 spectroscopes ○ 分光器 10B01 ○ 分光鏡 0923

09 090427 resistances, electric ○ 電気抵抗器 11A01,11B01 ○ 電阻 0943

09 090429 thermometers, not for medical purposes ○
温度計（「診断用機械器具」に属す
るものを除く。）

10C01 ○ 非醫療用溫度計 0952

09 090430
respirators for filtering air, not for medical

purposes
○

防じんマスク（医療用のものを除
く。）

17A05 ○ 非醫療用濾氣呼吸防護具 0906

09 090431 breathing apparatus, not for medical purposes ○ 呼吸装置（医療用のものを除く。） 09G49,09G51 ○ 非醫療用呼吸器 0906

09 090432 rheostats ○ 加減抵抗器 11A01,11B01 ○ 變阻器 0943

09 090433 balances [steelyards] ○ さおばかり 10C01 ○ 天平 0951

09 090433 lever scales [steelyards] ○ さおばかり 10C01 ○ 桿秤 0951

09 090433 steelyards [lever scales] ○ さおばかり 10C01 ○ 提秤 0951



09 090434 signals, luminous or mechanical ○ 発光式又は機械式の信号機 09G06,09G07,09G08 ○ 發光或機械信號標誌 0936

09 090435 saccharometers ○ サッカロメーター 10C01 ○ 糖度計 0952

09 090436 probes for scientific purposes ○
プローブ（「医療用機械器具」に属
するものを除く。）

10C01 ○ 科學用探針 0952

09 090437 satellites for scientific purposes ○ 科学用人工衛星 12A03 ○ 科學用人造衛星 0939

09 090439 diaphragms for scientific apparatus ○ 理化学装置用ダイヤフラム 10A01 ○ 科學裝置用快門 0919

09 090440 teaching apparatus ○
教育用映像・音声周波機械器具及び
電子応用機械器具

11B01,11C01,11C02 X 教學儀器 ―

09 090441 choking coils [impedance] ○ インピーダンス用チョークコイル 11A01,11B01 ○ 抗流線圈 0939

09 090442 wire connectors [electricity] ○ 電線用コネクター 11A05 ○ 電線連接器 0943

09 090443 locks, electric ○ 電気式錠 09G55,09G99,11C01 ○ 電鎖 0947

09 090444 sextants ○ 六分儀 10C01 ○ 六分儀 0952

09 090445 signalling whistles ○ 信号用警笛 09G06,09G07,09G08 ○ 信號哨子 0959

09 090446 vehicle breakdown warning triangles ○ 乗物の故障の警告用の三角標識 09G07 ○ 交通工具故障警示用三角標誌 0936

09 090447
electro-dynamic apparatus for the remote control

of signals
○ 信号の電気的遠隔制御装置 11B01 ○ 信號遙控電動設備 0943

09 090448
simulators for the steering and control of

vehicles
○ 乗物運転技能訓練用シミュレーター 09G64 ○ 交通工具駕駛及操控用模擬器 0917

09 090449 sirens ○ サイレン 09G04 ○ 警笛 0936

09 090450 sound transmitting apparatus ○ 音声送信装置 11B01 ○ 聲音傳送裝置 0920、0938、0939

09 090451 sound recording apparatus ○ 録音装置 10B01,11B01 ○ 錄音裝置 0920

09 090452 sound reproduction apparatus ○ 音声再生装置 11B01 ○ 聲音複製器具 0920

09 090453 sounding apparatus and machines ○ 測深用機械器具 11C02 ○ 水深測量儀器及機器 0952

09 090454 sounding leads ○ 測鉛 10C01 ○ 測深鉛錘 0952

09 090455 sound locating instruments ○ 音源標定機器 11B01,11C02 ○ 聲波定位儀器 0952

09 090457 spectrograph apparatus ○ 分光写真装置 10B01 ○ 光譜儀 0921

09 090458 spherometers ○ 球面計 10C01 ○ 球徑計 0952

09 090460 stereoscopes ○ 立体鏡 10B01 ○ 立體鏡 0923

09 090461 stereoscopic apparatus ○ 立体鏡用装置 10B01 ○ 立體鏡裝置 0923

09 090462 needles for record players ○ レコードプレーヤー用針 11B01 ○ 唱針 0920

09 090462 styli for record players ○ レコードプレーヤー用針 11B01 ○ 唱針 0920

09 090463 sulfitometers ○ 亜硫酸ガス定量計 10C01 ○ 亞硫酸鹽測定計 0952

09 090464 teleprinters ○ テレプリンター 11B01 ○ 電傳打字機 0938

09 090464 teletypewriters ○ テレタイプライター 11B01 ○ 電傳打字機 0938

09 090465 tachometers ○ 回転速度計 10C01 ○ 轉速計 0952

09 090466 screw-tapping gauges ○ 雌ねじ検査用プラグゲージ 10C01 ○ 螺紋牙規 0952

09 090467 telegraphs [apparatus] ○ 電信装置 11B01 ○ 電報機 0938

09 090468 television apparatus ○ テレビジョン受信機 11B01 ○ 電視裝置 0920

09 090469 telegraph wires ○ 電信線 11A05 ○ 電信線材 0932

09 090470 remote control apparatus* ○ 遠隔制御装置 11B01 ○ 遙控設備 0943

09 090471 masts for wireless aerials ○ アンテナ用支柱 11B01 ○ 無線電天線杆 0939

09 090472 teleprompters ○ 台詞拡大表示装置 11C01 ○ 講詞提示器 0920

09 090473 telephone transmitters ○ 電話の送話器 11B01 ○ 電話傳話器 0939

09 090474 telerupters ○ 遠隔破壊装置 11B01 ○ 電話中斷器 0939

09 090475 binoculars ○ 双眼鏡 10B01 ○ 雙筒望遠鏡 0923

09 090476 telescopes ○ 望遠鏡 10B01 ○ 望遠鏡 0923

09 090477 temperature indicators ○ 温度計 10C01 ○ 溫度計 0952

09 090478 time recording apparatus ○ 時間記録用装置 09D01 ○ 時間記錄器 0958

09 090479 theodolites ○ 経緯儀 10C01 ○ 經緯儀 0952

09 090481 thermostats for vehicles ○ 乗物用サーモスタット 10C01 ○ 車輛恆溫器 0943

09 090484 totalizators ○ 競馬賭け率計算機 09D01,11C01 ○ 賭金計算器 0918

09 090485 revolution counters ○ 積算回転計 10C01 ○ 轉數計 0952

09 090486 speed regulators for record players ○ レコードプレーヤー用速度調整器 11B01 ○ 唱機速度調整裝置 0920

09 090488 transmitters [telecommunication] ○ 送信装置（電気通信用のもの） 11B01 ○ 發射機 0939

09 090489 precision balances ○ 精密ばかり 10C01 ○ 精密天平 0951

09 090490 marking gauges [joinery] ○ 罫引き（建具職用のもの） 13A01 ○ 木工用劃線規 0950

09 090491 vacuum tubes [radio] ○ ラジオ放送用真空管 11C01 ○ 真空管 0939

09 090492 urinometers ○ 尿比重計 10C01,10D01 ○ 尿比重計 0952

09 090493 variometers ○ バリオメーター 10C01,11A04 ○ 可變電感器 0943

09 090494 verniers ○ バーニヤ 10C01 ○ 游標尺 0950

09 090495 videotapes ○ ビデオテープ（未記録のもの） 11B01 ○ 錄影帶 0933

09 090496 viscosimeters ○ 粘度計 10C01 ○ 黏度計 0952

09 090497 theft prevention installations, electric ○ 盗難防止用電気式設備 09G04 ○ 電子防盜設備 0949

09 090498 voltage regulators for vehicles ○ 乗物用電圧調整器 11A01 ○ 車輛電壓調整器 0943

09 090499 voting machines ○ 票数計算機 09D01 ○ 投票機 0918

09 090500 voltmeters ○ 電圧計 11A04 ○ 伏特計 0952

09 090503 apparatus for changing record player needles ○ レコードプレーヤー用針交換装置 11B01 ○ 唱機唱針更換裝置 0920

09 090504 stills for laboratory experiments ○ 実験室用蒸留器 10A01 ○ 實驗用蒸餾器 0921

09 090505 fuse wire ○ ヒューズ線 11A01,11A05 ○ 保險絲 0932

09 090507 anticathodes ○ 対陰極 11D01 ○ 對陰極 0943

09 090508 dog whistles ○ 犬笛 19B33 ○ 叫狗哨子 0959

09 090509 sighting telescopes for firearms ○ 火器用照準望遠鏡 10B01 ○ 火器用瞄準望遠鏡 0923

09 090509 telescopic sights for firearms ○ 火器用望遠照準器 10B01 ○ 火砲用瞄準鏡 0923

09 090511 anti-theft warning apparatus ○ 盗難防止警報装置 09G04 ○ 防盜警報器 0949

09 090512 azimuth instruments ○ 方位儀（測量機械） 10C01 ○ 方位儀 0952

09 090513 beacons, luminous ○ 航路標識（発光式） 09G08 ○ 發光信號燈標 0936

09 090514 holders for electric coils ○ コイル用ホルダー 11B01 ○ 電線圈架 0939

09 090515 films, exposed ○ 露光済みフィルム 26D01 ○ 已曝光電影膠卷 0933

09 090516 road signs, luminous or mechanical ○ 発光式又は機械式の道路標識 09G07 ○ 發光或機械式道路標誌 0936

09 090517 life buoys ○ 救命浮標 09G01 ○ 救生圈 0906

09 090518 signalling buoys ○ 信号用ブイ 09G08 ○ 信號浮標 0936

09 090522 buzzers ○ ブザー 11A06 ○ 蜂鳴器 0943

09 090523 directional compasses ○ 方位コンパス 10C01 ○ 方位羅盤 0952

09 090524 fog signals, non-explosive ○ 霧中信号（爆発性のものを除く。） 09G06,09G07,09G08 ○ 非爆炸性煙霧信號器 0936

09 090525 cash registers ○ 金銭登録機 09D01 ○ 收銀機 0918

09 090526 radiology screens for industrial purposes ○ 工業用の放射線透写スクリーン 11C02 ○ 工業用放射屏幕 0956

09 090529 identity cards, magnetic ○ 未記録の身分証明書用磁気カード 11C01 ○ 磁性識別卡 0957

09 090531 photovoltaic cells ○ 光電池 11A03 ○ 光電伏打電池 0931

09 090532 densitometers ○ 濃度計 10C01 ○ 密度計 0952

09 090533 disks, magnetic ○ 未記録の磁気ディスク 11B01,11C01 ○ 磁性磁碟 0917、0933

09 090534 floppy disks ○ 未記録のフロッピーディスク 11B01,11C01 ○ 軟碟片 0917

09 090535 head cleaning tapes [recording] ○
ヘッド（記録用のもの）用クリーニ
ングテープ

11B01 ○ 磁頭清洗帶 0933

09 090536 video recorders ○ ビデオレコーダー 11B01 ○ 錄影機 0920

09 090537 computer keyboards ○ コンピュータ用キーボード 11C01 ○ 電腦鍵盤 0917

09 090538 integrated circuits ○ 集積回路 11C01 ○ 積體電路 0940

09 090539 semi-conductors ○ 半導体 11C01 ○ 半導體 0940

09 090540 chips [integrated circuits] ○ ＩＣチップ 11C01 ○ 晶片 0940

09 090543 cathodes ○ 陰極 11D01 ○ 陰極 0943

09 090546 life jackets ○ 救命胴衣 09G01 ○ 救生衣 0906

09 090547 life belts ○ 救命帯 09G01 ○ 救生帶 0906

09 090549 chemistry apparatus and instruments ○ 化学研究室用機械器具 10A01 ○ 化學裝置及儀器 0921、0952

09 090550 cinematographic film, exposed ○ 映画用フィルム（露光済みのもの） 26D01 ○ 已曝光電影片 0933

09 090553 materials for electricity mains [wires, cables] ○ 送電線用材料 11A05 ○ 電源線材 0932

09 090554 contact lenses ○ コンタクトレンズ 23B01 ○ 隱形眼鏡 0922

09 090555 containers for contact lenses ○ コンタクトレンズ用容器 23B01 ○ 隱形眼鏡容器 0922

09 090556 incubators for bacteria culture ○ 細菌培養器 10A01 ○ 細菌培養器 0921

09 090557 solar batteries ○ 太陽電池 11A01,11A03 ○ 太陽能電池 0931

09 090558 copper wire, insulated ○ 絶縁被覆銅線 11A05 ○ 絕緣銅線 0932

09 090559
discharge tubes, electric, other than for

lighting
○ 放電管（照明用のものを除く。） 11C01 ○ 非照明用放電管 0939

09 090559
electric discharge tubes, other than for

lighting
○ 放電管（照明用のものを除く。） 11C01 ○ 非照明用放電管 0939

09 090562 diaphragms [photography] ○ 絞り（写真用のもの） 10B01 ○ 快門 0919



09 090564 distillation apparatus for scientific purposes ○ 理化学用蒸留装置 10A01 ○ 科學用蒸餾裝置 0921

09 090565 dosimeters ○ 線量計（医療用のものを除く。） 10C01 ○ 放射量測定器 0952

09 090566 electric door bells ○ 扉用電気式ベル 11A06 ○ 電鈴 0943

09 090567 eyeglass cases ○ 眼鏡用容器 23B01 ○ 眼鏡盒 0922

09 090567 spectacle cases ○ 眼鏡用容器 23B01 ○ 眼鏡盒 0922

09 090568 furnaces for laboratory use ○ 実験室用炉 10A01 ○ 實驗室用烘箱 0921

09 090568 ovens for laboratory use ○ 実験室用炉 10A01 ○ 實驗室用烘箱 0921

09 090571 optical fibers [light conducting filaments] ○
光ファイバー（光伝導フィラメン
ト）

11A05 ○ 光纖 0932

09 090571 optical fibres [light conducting filaments] ○
光ファイバー（光伝導フィラメン
ト）

11A05 ○ 光纖 0932

09 090572 telephone wires ○ 電話線 11A05 ○ 電話線 0932

09 090573 X-ray films, exposed ○ 露光済みＸ線フィルム 26D01 ○ 已曝光Ｘ光膠片 0956

09 090574 filters for ultraviolet rays, for photography ○ 写真用紫外線フィルター 10B01 ○ 攝影用紫外線濾光鏡 0919

09 090575 horns for loudspeakers ○ スピーカー用ホーン 11B01 ○ 擴音器喇叭 0920

09 090577 tripods for cameras ○ カメラ用三脚 10B01 ○ 相機用三腳架 0919

09 090581 bar code readers ○ バーコードリーダー 11C01 ○ 條碼讀取器 0917

09 090582 bullet-proof vests ○ 防弾チョッキ 17A06 ○ 防彈背心 0906

09 090582 bullet-proof waistcoats ○ 防弾チョッキ 17A06 ○ 防彈背心 0906

09 090583 marking buoys ○ 標識用ブイ 09G08 ○ 浮標 0936

09 090584 wafers for integrated circuits ○ 集積回路用ウェハー 11C01 ○ 積體電路用晶圓 0940

09 090585 chromatography apparatus for laboratory use ○ 実験室用クロマトグラフ装置 10A01 ○ 實驗室用層析儀器 0921

09 090586 chronographs [time recording apparatus] ○ クロノグラフ 10C01 ○ 記時器 0958

09 090587 compact discs [audio-video] ○
録音済み又は録画済みのコンパクト
ディスク

24E02,26D01 ○ 影音光碟 0933

09 090588 compact discs [read-only memory] ○ 記録済みＣＤ－ＲＯＭ
09G53,11C01,24A01,

24E01,24E02,26A01,

26D01

○ 唯讀光碟 0917、0933

09 090589 computer operating programs, recorded ○
コンピュータ操作用プログラム（記
憶されたもの）

11C01 ○ 已錄電腦操作程式 0917

09 090590 computer peripheral devices ○ コンピュータ周辺機器 11C01 X 電腦週邊設備 ―

09 090591 computer software, recorded ○
コンピュータソフトウェア（記憶さ
れたもの）

11C01 ○ 電腦軟體（已錄） 0917

09 090592 optical condensers ○ 集光器 10B01 ○ 光學聚光器 0923

09 090593 acoustic couplers ○ 音響カプラー 11B01 ○ 聲耦合器 0939

09 090594 couplers [data processing equipment] ○ データ処理装置用カプラー 11B01,11C01 ○ 資料耦合器 0917

09 090595 decompression chambers ○ 可搬式潜水作業用減圧室 09G51 ○ 減壓艙 0959

09 090596 plotters ○ プロッタ 11C01 ○ 繪圖機 0917

09 090597 divers' masks ○ 水中マスク 23B01 ○ 潛水面鏡 0905

09 090598 electronic pens [visual display units] ○
ペン型データ入力具（コンピュータ
画面用）

11C01 ○ 電子筆 0917

09 090599 encoded magnetic cards ○
コンピュータプログラム用記録済み
磁気カード

11C01 ○ 已編碼磁卡 0917

09 090600 facsimile machines ○ ファクシミリ 11B01 ○ 傳真機 0938

09 090601 fire boats ○ 消防艇 12A01 ○ 消防船 0935

09 090603 interfaces for computers ○ コンピュータ用インターフェース 11C01 ○ 電腦用介面卡 0917

09 090604 juke boxes for computers ○
コンピュータ用ＣＤ－ＲＯＭチェン
ジャー

11C01 ○ 電腦自動點唱機 0920

09 090605 knee-pads for workers ○ 作業用ひざ当て 17A08 ○ 工人用護膝墊 0906

09 090606 light dimmers [regulators], electric ○
調光器（光調整器）（電気式のも
の）

11A01 ○ 調光器 0943

09 090606 light regulators [dimmers], electric ○
調光器（光調整器）（電気式のも
の）

11A01 ○ 光調節器 0943

09 090607 magnetic data media ○ 未記録の磁気記録媒体 11B01,11C01 ○ 磁性資料媒體 0917

09 090608 magnetic encoders ○ 磁気エンコーダ 11B01,11C01 ○ 磁性編碼器 0939

09 090609 magnetic tape units for computers ○ コンピュータ用の磁気テープ装置 11C01 ○ 電腦用磁帶裝置 0917

09 090610 microprocessors ○ マイクロプロセッサ 11C01 ○ 微處理器 0917

09 090611 modems ○ モデム 11B01,11C01 ○ 數據機 0939

09 090612 monitors [computer hardware] ○ コンピュータ用モニター 11C01 ○ 電腦顯示器 0917

09 090613 monitors [computer programs] ○ 監視用コンピュータプログラム 11C01 ○ 監控程式 0917

09 090614 mouse [computer peripheral] ○ マウス（コンピュータ周辺機器） 11C01 ○ 滑鼠 0917

09 090615 optical character readers ○ 光学式文字読取り装置 11C01 ○ 光學字元讀取機 0917

09 090616 optical data media ○ 光学式記録媒体 11B01,11C01 ○ 光學資料媒體 0917

09 090617 optical discs ○ 未記録の光ディスク 11B01,11C01 ○ 光碟 0917、0933

09 090618 printers for use with computers* ○ コンピュータ用プリンター 11C01 ○ 電腦印表機 0917

09 090619 central processing units [processors] ○ 中央処理装置（演算装置） 11C01 ○ 中央處理器 0917

09 090619 processors [central processing units] ○ 演算装置（中央処理装置） 11C01 ○ 中央處理器 0917

09 090620 readers [data processing equipment] ○ 読取り装置（データ処理装置） 11C01 ○ 資料讀取機 0917

09 090621
safety restraints, other than for vehicle seats

and sports equipment
○

安全拘束具（乗物座席用及び運動器
具用のものを除く。）

09G01,09G49 ○
非交通工具座椅及運動器具用安全
帶

0906

09 090622 scanners [data processing equipment] ○ スキャナー（データ処理装置） 11C01 ○ 掃描器 0917

09 090623 smoke detectors ○ 煙探知器 09G04 ○ 煙霧感知器 0935

09 090624 transistors [electronic] ○ トランジスター（電子部品） 11C01 ○ 電晶體 0939

09 090625
X-ray photographs, other than for medical

purposes
○ Ｘ線写真（医療用のものを除く。） 26D01 ○ 非醫療用Ｘ光照片 0956

09 090626 junction sleeves for electric cables ○ 電気ケーブル用接続スリーブ 11A05 ○ 電纜接頭套 0932

09 090627 abacuses ○ 計算器 09D01 ○ 算盤 0918

09 090628 electronic agendas ○ 電子手帳 11C01 ○ 電子記事簿 0917

09 090629 answering machines ○ 留守番電話機 11B01 ○ 答錄機 0938

09 090630 camcorders ○ ビデオカメラ 11B01 ○ 攝錄影機 0919

09 090631 cassette players ○ 音声用カセットプレーヤー 11B01 ○ 錄放音機 0920

09 090632 compact disc players ○ コンパクトディスクプレーヤー 11B01 ○ 雷射唱機 0920

09 090633 diagnostic apparatus, not for medical purposes ○
機械の誤作動・故障等の検知・分析
装置

10C01,11A04,11C02 X 非醫療用診斷器具 ―

09 090634 disk drives for computers ○ コンピュータ用ディスクドライブ 11C01 ○ 磁碟驅動器 0917

09 090635 electrified rails for mounting spot lights ○
据えつけスポットライト用電気式
レール

11A05 ○ 架置聚光燈用電軌 0943

09 090636 electronic pocket translators ○ 小型電子翻訳機 11C01 ○ 口袋型電子翻譯機 0917

09 090637 electronic tags for goods ○ 商品用電子タグ 11C01 ○ 商品電子標籤 0917

09 090638 fire blankets ○ 消火用布 09G02 ○ 滅火毯 0935

09 090639 flashlights [photography] ○ 写真撮影用フラッシュ 10B01 ○ 閃光燈 0919

09 090640 integrated circuit cards [smart cards] ○ ＩＣカード（スマートカード） 11C01 ○ ＩＣ卡 0957

09 090640 smart cards [integrated circuit cards] ○ スマートカード（ＩＣカード） 11C01 ○ 智慧卡 0957

09 090641 measuring spoons ○ 計量スプーン 10C01 ○ 量匙 0952

09 090642 notebook computers ○ ノートブック型コンピュータ 11C01 ○ 筆記型電腦 0917

09 090643 electronic notice boards ○ 電光掲示板 11B01,11C01 ○ 電子佈告牌 0912

09 090644 pocket calculators ○ ポケット型計算機 11C01 ○ 口袋型計算機 0918

09 090645
shoes for protection against accidents,

irradiation and fire
○ 事故用、放射線用及び火災用保護靴 22A01 ○ 防事故和防輻射和防火用鞋 0906

09 090646 sprinkler systems for fire protection ○ スプリンクラー消火装置 09G02 ○ 消防灑水系統 0935

09 090647 starter cables for motors ○ 原動機始動装置用ケーブル 11A05 ○ 馬達起動用電纜 0932

09 090648 sunglasses ○ サングラス 23B01 ○ 太陽眼鏡 0922

09 090649 time clocks [time recording devices] ○ タイムレコーダー 09D01 ○ 記時器 0958

09 090650 video cassettes ○ ビデオカセットテープ 11B01 ○ 卡式錄影帶 0933

09 090651 video game cartridges ○
テレビゲーム用プログラムソフトを
記憶させたＲＯＭカートリッジ

09G53,24A01 ○ 視訊遊戲卡匣 0917

09 090652 video screens ○ ビデオスクリーン 11B01 ○ 視訊螢幕 0917、0920

09 090653 video telephones ○ テレビ電話 11B01 ○ 視訊電話 0938

09 090654 goggles for sports ○ 運動用ゴーグル 23B01 ○ 運動用護目鏡 0906

09 090655 nose clips for divers and swimmers ○ 潜水用及び水泳用鼻クリップ 24C01,24C04 ○ 潛水及游泳用鼻夾 0905

09 090656 protective helmets for sports ○ 運動用保護ヘルメット 24C01 ○ 運動用護頭盔 0904

09 090657 electronic publications, downloadable ○

電子出版物（電気通信回線を通じて
ダウンロードにより販売されるも
の）

26A01,26D01 ○ 可下載之電子出版品 0917

09 090658 computer programs, downloadable ○

コンピュータ用プログラム（電気通
信回線を通じてダウンロードにより
販売されるもの）

11C01 ○ 可下載之電腦程式 0917

09 090659
navigation apparatus for vehicles [on-board

computers]
○

乗物用ナビゲーション装置（コン
ピュータ内蔵のもの）

11B01 ○ 交通工具用導航裝置 0939



09 090660 decorative magnets ○ 装飾用磁石 06A01,24A01,25B01 ○ 裝飾用磁鐵 0959

09 090661 cordless telephones ○ コードレス電話機 11B01 ○ 無線電話 0938

09 090662 mouse pads ○ マウスパッド 11C01 ○ 滑鼠墊 0917

09 090663 personal stereos ○ パーソナルステレオ 11B01 ○ 攜帶式錄放音機 0920

09 090664 wrist rests for use with computers ○ コンピュータ用リストレスト 11C01 ○ 電腦用腕靠 0917

09 090665 coaxial cables ○ 同軸ケーブル 11A05 ○ 同軸電纜 0932

09 090666 fiber optic cables ○ 光ファイバーケーブル 11A05 ○ 光纖電纜 0932

09 090666 fibre optic cables ○ 光ファイバーケーブル 11A05 ○ 光纖電纜 0932

09 090667 covers for electric outlets ○ 電気のコンセント用カバー 11A01 ○ 插座蓋板 0943

09 090668 marine depth finders ○ 超音波応用海中深度計 11C02 ○ 海洋測深器 0952

09 090669 electrified fences ○
家畜等を拘束するための通電用フェ
ンス

07A01,11A05 ○ 電子圍籬 0949

09 090670 computer game software, recorded ○
コンピュータ用ゲームソフトウェア
（記憶されたもの）

11C01 ○ 已錄製電腦遊戲軟體 0917

09 090671 headphones ○ ヘッドホーン 11B01 ○ 耳機 0920

09 090672 lighting ballasts ○ 照明器具用安定器 11A01 ○ 安定器 0943

09 090673 radio pagers ○ 無線呼出し受信機（ポケットベル） 11B01 ○ 無線電呼叫器 0938

09 090674 satellite navigational apparatus ○ 衛星ナビゲーション装置 11B01 ○ 衛星導航裝置 0939

09 090675 solenoid valves [electromagnetic switches] ○ ソレノイド弁（電磁弁） 09F05 ○ 電磁閥 0943

09 090676 voltage surge protectors ○ サージ電圧保護器 11A01 ○ 電壓突波保護器 0943

09 090677 walkie-talkies ○ トランシーバー 11B01 ○ 無線對講機 0938

09 090678 wind socks for indicating wind direction ○ 風見用円錐筒 10C01 ○ 指示風向用風向袋 0952

09 090679 light-emitting electronic pointers ○ 光発出方式の電子ポインタ 11C01,25B01 ○ 發光電子指示器 0959

09 090680 resuscitation mannequins [teaching apparatus] ○ 蘇生訓練用マネキン人形 09G49,10A01 ○ 急救訓練用模特兒 0959

09 090682 stage lighting regulators ○ 舞台照明用調節装置 11A01,11A02 ○ 舞台燈光調節器 0943

09 090683 egg timers [sandglasses] ○ エッグタイマー（砂時計） 19A05 ○ 滴漏計時器 0959

09 090683 hourglasses ○ 砂時計 19A05 ○ 沙漏 0959

09 090684 DNA chips ○ ＤＮＡチップ 10A01 ○ 基因晶片；ＤＮＡ晶片 0921

09 090685 DVD players ○ ＤＶＤプレーヤー 11B01 ○ 數位影音光碟播放機 0920

09 090686 automated teller machines [ATM] ○ 現金自動預払機 09D01,09E21 ○ 自動提款機 0918

09 090687 traffic-light apparatus [signalling devices] ○ 交通信号機 09G07 ○ 交通信號燈 0936

09 090688 hands-free kits for telephones ○ 電話用ハンズフリーキット 11B01 ○ 電話免持裝置 0938

09 090689 asbestos screens for firemen ○ 消防士用石綿製スクリーン 09G02 ○ 消防員用石棉擋板 0906

09 090690 riding helmets ○ 乗馬用ヘルメット 24C01 ○ 騎乘用頭盔 0904

09 090691 clothing especially made for laboratories ○ 実験室専用被服 17A06 ○ 實驗室用特製服裝 0921

09 090692 encoded identification bracelets, magnetic ○ 磁気コードを利用した識別用腕輪 11C01 ○ 磁性編碼身分識別手環 0957

09 090693 transponders ○ トランスポンダ 11B01 ○ 收發報機 0938

09 090694 downloadable ring tones for mobile phones ○
携帯電話機用のダウンロード可能な
着信音

24E02 ○ 可下載之手機鈴聲 0917

09 090695 downloadable music files ○

インターネットを利用して受信し及
び保存することができる音楽ファイ
ル

24E02 ○ 可下載之音樂檔案 0917

09 090696 downloadable image files ○

インターネットを利用して受信し及
び保存することができる画像ファイ
ル

24E02,26D01 ○ 可下載之影像檔案 0917

09 090697 crash test dummies ○ 衝突試験用人体模型 10A01 ○ 撞擊測試用假人 0959

09 090698 laboratory centrifuges ○ 実験室用遠心分離機 10A01 ○ 實驗室用離心機 0921

09 090699 printed circuit boards ○ プリント回路基板 11C01 ○ 印刷電路板 0940

09 090700 USB flash drives ○ ＵＳＢフラッシュドライブ 11C01 ○ ＵＳＢ快閃驅動器 0917

09 090701 Global Positioning System [GPS] apparatus ○ 全地球測位装置（ＧＰＳ） 11B01 ○ 全球定位系統設備 0939

09 090702 portable media players ○ 携帯型メディアプレーヤー 11B01 ○ 攜帶式媒體播放器 0920

09 090703 cell phone straps ○ 携帯電話機用ストラップ 11B01 ○ 手機帶 0938

09 090704 light-emitting diodes [LED] ○ 発光ダイオード（ＬＥＤ） 11C01 ○ 發光二極體 0939

09 090705 triodes ○ 三極管 11C01 ○ 三極管 0939

09 090706 step-up transformers ○ 逓昇変圧器 11A01 ○ 升壓變壓器 0943

09 090707 laptop computers ○ ノートブック型コンピュータ 11C01 ○ 膝上型電腦 0917

09 090708 fire hose ○ 消防用ホース 09G02 ○ 消防水帶 0935

09 090709 bags adapted for laptops ○
ラップトップ型コンピューター専用
バッグ

11C01 ○ 筆記型電腦包 0917

09 090710 sleeves for laptops ○
ラップトップ型コンピューター用保
護ケース

11C01 ○ 筆記型電腦套 0917

09 090711 digital photo frames ○ デジタルフォトフレーム 11B01 ○ 數位相框 0920

09 090712 Petri dishes ○ ペトリ皿（シャーレ） 10A01 ○ 培養皿 0921

09 090713 Pitot tubes ○ ピトー管 10C01 ○ 皮托管 0952

09 090714 stroboscopes ○ ストロボスコープ 10B01 ○ 頻閃儀 0952

09 090715 traffic cones ○ トラフィックコーン 09G07 ○ 交通錐 0936

09 090716
temperature indicator labels, not for medical

purposes
○

温度計測用ラベル（医療用のものを
除く。）

10C01 ○ 非醫療用溫度指示標籤 0952

09 090717 computer software applications, downloadable ○

コンピュータソフトウェア用アプリ
ケーション（電気通信回線を通じて
ダウンロードにより販売されるも
の）

11C01 ○ 可下載之電腦應用軟體 0917

09 090718 electronic book readers ○ 電子書籍リーダー 11C01 ○ 電子書閱讀機 0917

09 090719 smartphones ○ スマートフォン 11B01,11C01 ○ 智慧型手機 0938

09 090720
toner cartridges, unfilled, for printers and

photocopiers
○

プリンター用及び写真複写機用ト
ナーカートリッジ（充てんされてい
ないもの）

09D01,11C01 ○ 列印機用空的碳粉匣 0917

09 090721 baby monitors ○ ベビーモニター 11B01 ○ 嬰兒監視器 0920、0939

09 090722 video baby monitors ○ ビデオベビーモニター 11B01 ○ 嬰兒影像監視器 0920

09 090723 lens hoods ○ レンズフード 10B01 ○ 鏡頭遮光罩 0919

09 090724 tablet computers ○ タブレット型コンピュータ 11C01 ○ 平板電腦 0917

09 090725 encoded key cards ○ 符号記録済みキーカード 09G55,09G99,11C01 ○ 編碼鑰匙卡 0947、0957

09 090726 3D spectacles ○ ３Ｄ眼鏡 10B01,11B01 ○ 立體眼鏡 0922

09 090727 memory cards for video game machines ○ テレビゲーム機用メモリーカード 09G53,24A01 ○ 用於視頻遊戲機之記憶卡 0917

09 090728 bullet-proof clothing ○ 防弾服 17A06 ○ 防彈衣 0906

09 090729 accelerometers ○ 加速度計 10C01 ○ 加速度計 0952

09 090730 electrical adapters ○ 電気アダプター 11A01 ○ 電力適配器 0943

09 090731 life-saving capsules for natural disasters ○ 自然災害用救命カプセル 09G01 ○ 天然災害用救生艙 0906

09 090732 computer hardware ○ コンピュータハードウェア 11C01 ○ 電腦硬體 0917

09 090733 solar panels for the production of electricity ○ 太陽光発電パネル 11A01,11A03 ○ 電力產生用太陽能集電板 0960

09 090734 cell phones ○ 携帯電話機 11B01 ○ 手機 0938

09 090734 cellular phones ○ 携帯電話機 11B01 ○ 手機 0938

09 090734 mobile telephones ○ 携帯電話機 11B01 ○ 行動電話 0938

09 090735 telescopic sights for artillery ○ 大砲用望遠照準器 10B01 ○ 火砲用瞄準鏡 0923

09 090736 digital signs ○ 電子看板 11B01,11C01 ○ 數字式電子佈告牌 0912

09 090737 wearable activity trackers ○
着用可能なアクティビティトラッ
カー

10C01 ○ 穿戴式活動追蹤裝置 0962

09 090738 chargers for electronic cigarettes ○ 電子たばこ用充電器 11A01 ○ 電子煙用充電器 0943

09 090739 connected bracelets [measuring instruments] ○
接続機能付きブレスレット型測定用
具

10C01 ○ 智慧手環（測量儀器） 0962

09 090740 covers for smartphones ○ スマートフォン用カバー 11B01,11C01 ○ 智慧手機護套 0938

09 090741 cases for smartphones ○ スマートフォン用ケース 11B01,11C01 ○ 智慧手機護套 0938

09 090742 selfie sticks [hand-held monopods] ○ 自撮り棒（手持用一脚） 11B01,11C01 ○ 手持式自拍桿 0919

09 090743 calorimeters ○ 熱量計 10C01 ○ 熱量計 0952

09 090744 flowmeters ○ 流量計 10C01 ○ 流量計 0952

09 090745 reflective safety vests ○ 反射安全ベスト 09G05,17A06 ○ 反光安全背心 0906

09 090746 electronic collars to train animals ○ 動物の訓練用電子式首輪 19B33 ○ 訓練動物用電子項圈 0959

09 090747
joysticks for use with computers, other than for

video games
○

コンピュータ用ジョイスティック
（テレビゲーム用を除く。）

11C01 ○ 用於視頻遊戲之外的電腦操縱桿 0917

09 090748 smartglasses ○ 眼鏡型携帯情報端末 11B01,11C01 ○ 智慧眼鏡 0962

09 090749 smartwatches X ［スマートウォッチ］ ― ○ 智慧手錶 0962

09 090750 fire extinguishing apparatus ○ 消火装置 09G02 ○ 滅火裝置 0935

09 090751 protective films adapted for computer screens ○ コンピュータの画面保護用フィルム 11C01 ○ 電腦螢幕保護膜 0939

09 090752 mouth guards for sports ○ 運動用マウスガード 24C01 ○ 運動用護牙套 0906

09 090753 head guards for sports ○ 運動用ヘッドガード 24C01 ○ 運動用護頭套 0906



09 090754 needles for surveying compasses ○ 磁針 10C01 ○ 測量圓規用針頭 0950

09 090755 security tokens [encryption devices] ○
セキュリティートークン（暗号化装
置）

11B01,11C01 ○ 動態簡訊密碼器（加密設備） 0939

09 090756 infrared detectors ○ 赤外線検出器 10C01 ○ 紅外線探測器 0952

09 090757 covers for personal digital assistants [PDAs] X
［携帯情報端末（ＰＤＡ）用カ
バー］

― ○ 個人數位助理器用套 0917

09 090758 baby scales ○ 乳児用はかり 10C01 ○ 嬰兒磅秤 0951

09 090759
electronic access control systems for

interlocking doors
○

インターロックドア用の入退室管理
装置

11C01 ○ 聯鎖門用電子存取控制裝置 0943

09 090760 thermal imaging cameras ○ 赤外線熱画像探知カメラ 10B01,11B01 ○ 熱成像攝影機 0919

09 090761 scales with body mass analysers ○ 体重分析器用はかり 10C01 ○ 具有身體質量分析計量之磅秤 0951

09 090761 scales with body mass analyzers ○ 体重分析器用はかり 10C01 ○ 具有身體質量分析計量之磅秤 0951

09 090762 covers for tablet computers ○ タブレットコンピューター用カバー 11C01 ○ 平板電腦護套 0917

09 090763 black boxes [data recorders] ○
ブラックボックス（データ記録装
置）

11B01,11C01 ○ 黑盒子（數據記錄） 0917

09 090764 digital weather stations ○ デジタル式気象観測装置 10C01 ○ 數位氣象站裝置 0921、0952

09 090765 charging stations for electric vehicles ○ 電気自動車用充電装置 11A01 ○ 電動車用充電站裝置 0959

09 090766 interactive touchscreen terminals ○ 双方向タッチスクリーン端末機 11B01,11C01 ○ 互動式觸控螢幕終端機 0917

09 090767 smart rings ○ 指輪型携帯情報端末 11B01,11C01 ○ 智慧戒指 0962

09 090768
electric and electronic effects units for

musical instruments
○ 楽器用エフェクター 24E01 ○ 樂器用電氣和電子效果裝置 0920

09 090769 audio interfaces ○ オーディオインターフェース 11B01 ○ 音頻介面卡 0917

09 090770 equalisers [audio apparatus] ○ イコライザー 11B01 ○ 均衡器（音頻設備） 0920

09 090770 equalizers [audio apparatus] ○ イコライザー 11B01 ○ 均衡器（音頻設備） 0920

09 090771 subwoofers ○ サブウーファー 11B01 ○ 重低音喇叭 0920

09 090772 bathroom scales ○ 体重計 10C01 ○ 浴室磅秤 0951

09 090773 thermo-hygrometers ○ 湿温計 10C01 ○ 溫濕度計 0952

09 090774 biochips ○ バイオチップ 10A01 ○ 生物晶片 0921

09 090775 protective films adapted for smartphones ○ スマートフォン用保護フィルム 11B01,11C01 ○ 智慧手機保護膜 0939

09 090776 virtual reality headsets ○
バーチャルリアリティ用ヘッドセッ
ト

09G53,11C01,24A01 ○ 虛擬實境耳機 0920

09 090777 electronic interactive whiteboards ○ 電子式双方向ホワイトボード 11C01 ○ 電子互動式白板 0911

09 090778
humanoid robots with artificial intelligence for

use in scientific research
○

科学実験用の人工知能搭載のヒュー
マノイドロボット

10A01 ○
科學研究用具人工智慧之人形機器
人

0961

09 090779 audio mixers ○ オーディオミキサー（音響機器） 11B01 ○ 調音裝置 0920

09 090780 batteries for electronic cigarettes ○ 電子たばこ用バッテリー 11A03 ○ 電子煙用電池 0931

09 090781
electronic key fobs being remote control

apparatus
○ 電気式キーフォブ（遠隔制御装置） 11B01 ○ 電子鑰匙用遙控裝置 0943

09 090782 electronic sheet music, downloadable ○ ダウンロード可能な電子楽譜 26A01,26D01 ○ 可下載之電子樂譜 0917

09 090783 T-squares for measuring ○ Ｔ定規（測定器具） 10C01 ○ 測量用丁字尺 0950

09 090784 squares for measuring ○ 直角定規（測定器具） 10C01 ○ 測量用直角尺 0950

09 090785 square rulers for measuring ○ 直角定規（測定器具） 10C01 ○ 測量用角尺 0950

09 090786 electronic numeric displays ○ 電子式数値表示ディスプレイ 11B01,11C01 ○ 電子數字顯示器 0939

09 090787 laboratory robots ○ 実験用ロボット 10A01 ○ 實驗室機器人 0961

09 090788 teaching robots ○
教育支援用ロボット（産業用・医療
用・遊戯用のものを除く。）

09E99 ○ 教學機器人 0961

09 090789 security surveillance robots ○ 防犯用監視ロボット 09G04 ○ 安全監視機器人 0961

09 090790 personal digital assistants [PDAs] X ［携帯情報端末（ＰＤＡ）］ ― ○ 個人數位助理器（ＰＤＡ） 0917

09 090791
computer software platforms, recorded or

downloadable
○

記録された又はダウンロード可能な
コンピュータソフトウェアプラット
フォーム

11C01 ○ 記錄或可下載之電腦軟體平台 0917

09 090792 satellite finder meters ○ 衛星探知用測定器 10C01 ○ 衛星尋星儀 0952

09 090793 ring sizers ○ 指輪サイズ測定器 10C01 ○ 戒圍量測器 0952

09 090794 finger sizers ○ 指輪サイズ測定器 10C01 ○ 戒圍量測器 0952

09 090795 thin client computers ○ シンクライアント型コンピュータ 11C01 ○ 精簡客戶端電腦 0917

09 090796 rearview cameras for vehicles ○ 乗物用後方確認用カメラ 11B01 ○ 汽車後視攝影機 0919

09 090797 hand-held electronic dictionaries ○ 手持式電子辞書 11C01 ○ 手持式電子辭典 0917

09 090798 resuscitation training simulators ○ 蘇生訓練用シミュレーター 09G49,10A01 ○ 復甦訓練模擬器 0917

09 090799 electric wire harnesses for automobiles ○ 自動車用ワイヤーハーネス 11A05 ○ 汽車電子配線 0932

09 090800 snorkels ○ シュノーケル 24C04 ○ 水下通氣管 0905

09 090801 sports whistles ○ ホイッスル 24C01 ○ 運動哨子 0959

09 090802
computer screen saver software, recorded or

downloadable
○

記録済み又はダウンロード可能なコ
ンピュータのスクリーンセーバー用
のソフトウェア

11C01 ○ 記錄或可下載之電腦螢幕保護軟體 0917

09 090803 selfie lenses ○ 自撮りレンズ 11B01,11C01 ○ 自拍鏡頭 0919

09 090804 downloadable graphics for mobile phones ○
携帯電話用のダウンロード可能な画
像

24E02,26D01 ○ 可下載的手機圖形 0917

09 090805
telecommunication apparatus in the form of

jewellery
○

宝飾品の形状をした電気通信機械器
具

11B01 ○ 首飾形式的通訊設備 0938、0938

09 090805
telecommunication apparatus in the form of

jewelry
○

宝飾品の形状をした電気通信機械器
具

11B01 ○ 首飾形式的通訊設備 0938、0938

09 090806 wearable computers ○ 身体装着式携帯情報端末 11B01,11C01 ○ 穿戴式電腦 0917

09 090807 wearable video display monitors ○
身体に装着可能なビデオディスプレ
イモニター

11B01,11C01 ○ 穿戴式視訊顯示器 0939

09 090808
magnetic resonance imaging [MRI] apparatus, not

for medical purposes
○

磁気共鳴画像診断装置（医療用のも
のを除く。）

11C02 ○
非醫療用核磁共振成像（ＭＲＩ）
裝置

0921

09 090809 rescue laser signalling flares ○ 救助用レーザー信号灯 09G01 ○ 救援雷射信號燈 0936

09 090810
ink cartridges, unfilled, for printers and

photocopiers
○

プリンター用及び写真複写機用イン
クカートリッジ（充てんされていな
いもの）

09D01,11C01 ○
列表機用空的墨水匣/影印機用空的
墨水匣

0917 / 0915

09 090811 wah-wah pedals ○ ワウワウペダル 24E01 ○ 電吉他用哇音踏板 0920

09 090812 height measuring instruments ○ 身長測定用具 10C01 ○ 高度測量儀 0952

09 090813 hairdressing training heads [teaching apparatus] ○ 理容・美容の練習用人頭模型 24A02 ○ 美髮練習用假人頭（教學設備） 0959

09 090814 devices for the projection of virtual keyboards ○ 仮想キーボード投影機 11B01,11C01 ○ 用於投影虛擬鍵盤的設備 0917

09 090815 survival blankets ○ サバイバルブランケット 09G01 ○ 救難毯 0906

09 090816 lifeboats ○ 救命ボート 09G01 ○ 救生艇 0906

09 090817 nanoparticle size analysers ○ ナノ粒子サイズ分析器 10C01 ○ 奈米粒徑分析儀 0952

09 090817 nanoparticle size analyzers ○ ナノ粒子サイズ分析器 10C01 ○ 奈米粒徑分析儀 0952

09 090818 ear pads for headphones ○ ヘッドホーン用イヤーパッド 11B01 ○ 耳機用耳罩套 0920

09 090819 data gloves ○ データグローブ
09G53,11B01,11C01,

24A01
○ 數據手套 0917

09 090820 trackballs [computer peripherals] ○
トラックボール（コンピュータ周辺
機器）

11C01 ○ 軌跡球（電腦周邊設備） 0917

09 090821 downloadable emoticons for mobile phones ○
携帯電話用のダウンロード可能なエ
モティコン（絵文字）

24E02,26D01 ○ 可下載的手機表情符號 0917

09 090822 telepresence robots ○ テレプレゼンスロボット 09E99,11B01 ○ 遠端臨場機器人 0961

09 090823 climate control digital thermostats ○ 室温調整用デジタルサーモスタット 10C01 ○ 恆溫空調數顯溫控器 0943

09 090824 piezoelectric sensors ○ 圧電センサー 10C01 ○ 壓電感測器 0952

09 090825 organic light-emitting diodes [OLED] ○ 有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ） 11C01 ○ 有機發光二極體 0939

09 090826 quantum dot light-emitting diodes [QLED] ○
量子ドット発光ダイオード（ＱＬＥ
Ｄ）

11C01 ○ 量子點發光二極體 0939

09 090827
droppers for measuring, other than for medical

or household purposes
○

測定用スポイト（医療用のもの及び
家庭用のものを除く。）

10C01 ○ 非醫療或家庭之測量用滴管 0921

09 090828 electric sockets ○ 電気ソケット 11A01 ○ 電插座 0943

09 090829 computer game software, downloadable ○

コンピュータ用ゲームソフトウェア
（電気通信回線を通じてダウンロー
ドにより販売されるもの）

11C01 ○ 可下載之電腦遊戲軟體 0917

09 090830 rescue flares, non-explosive and non-pyrotechnic ○
救助用の信号灯（火薬類又は火工品
に属するものを除く。）

09G04,09G07 ○ 非爆炸性或煙火式之救援照明彈 0906

09 090831 stands adapted for laptops ○
ノートブック型コンピュータ専用ス
タンド

11C01 ○ 筆記型電腦支架 0917

09 090832 headgear being protective helmets ○ 帽子（保護ヘルメット） 09G05,24C01 ○ 防護頭盔 0904

09 090833 padlocks, electronic ○ 電気式南京錠 09G55,09G99,11C01 ○ 電子掛鎖 0947

09 090834 weight belts for divers ○ ダイバー用ウエイトベルト 24C04 ○ 潛水員用配重帶 0905

09 090835 earpieces for remote communication ○ 遠隔通信用イヤホン 11B01 ○ 遠程通訊用耳機 0920

09 090836 parking sensors for vehicles ○ 乗物用駐車センサー 10C01 ○ 車輛倒車雷達 0939

09 090837 ticket printers ○ チケットプリンター 11C01 ○ 標籤條碼列印機 0917



09 090838 body harnesses for support when lifting loads ○ 荷物持ち上げ支持用身体用ハーネス 09G05 ○ 提升負載時支撑用之全身安全帶 0906

09 090839
animal signalling rattles for directing

livestock
○

家畜を誘導するための動物合図用が
らがら

19B33 ○ 指揮牲畜用動物信號搖鈴 0959

09 090840 video projectors ○ ビデオプロジェクター 11B01 ○ 影像投影機 0919

09 090841
downloadable cryptographic keys for receiving

and spending crypto assets
○

暗号資産を受信し及び使用するため
のダウンロード可能な暗号鍵

11C01 ○
用於接收和使用加密資產之可下載
的加密金鑰

0917

09 090842 downloadable e-wallets X
［ダウンロード可能なイーウォレッ
ト］

― ○ 可下載的電子錢包 0957

09 090843 credit card terminals ○ クレジットカード端末機 11C01 ○ 信用卡終端機 0917

09 090844 biometric passports X ［生体認証パスポート］ ― ○ 晶片護照 0917

09 090844 e-passports X ［電子パスポート］ ― ○ 電子護照 0917

09 090845 biometric identity cards ○
未記録の生体認証身分証明書用磁気
カード

11C01 ○ 生物識別身分證 0917

09 090846 home automation hubs ○ ホームオートメーションハブ 11B01,11C01 ○ 家庭自動化中心
0917、0920、
0938、0939、0962

09 090846 smart home hubs X ［スマートホームハブ］ ― ○ 智慧家庭中心
0917、0920、
0938、0939、0962

09 090847 data sets, recorded or downloadable ○
記録された又はダウンロード可能な
データセット

11C01 ○ 記錄或可下載的資料集 0917

09 090848 head-up display apparatus for vehicles ○
乗物用ヘッドアップディスプレイ装
置

11B01,11C01 ○ 車用抬頭顯示裝置 0939

09 090849 smart speakers X ［スマートスピーカー］ ― ○ 智慧喇叭 0920

09 090850 biometric locks ○ 生体認証式錠 09G55,09G99,11C01 ○ 生物辨識鎖 0917

09 090851 fire-extinguishing balls ○ 消火用ボール 09G02 ○ 滅火球 0935

09 090852 wearable speakers ○ ウェアラブルスピーカー 11B01 ○ 穿戴式揚聲器 0920

09 090853 portable ultrafine dust meters ○ 携帯用超微細塵埃計 10C01 ○ 可攜式超細粉塵儀 0952

09 090854 foldable smartphones ○ 折り畳み式スマートフォン 11B01,11C01 ○ 可折疊智慧手機 0938

09 090855 flash lamps for smartphones ○
スマートフォン用のフラッシュラン
プ

11B01,11C01 ○ 智慧手機閃光燈 0919

09 090856 3D scanners ○ ３Ｄスキャナー 11C01 ○ ３Ｄ掃描儀 0917

09 090857 thin film speakers ○ 薄膜式スピーカー 11B01 ○ 薄膜揚聲器 0920

09 090858 wireless speaker microphones ○ ワイヤレススピーカーマイク 11B01 ○ 無線擴音麥克風 0920

09 090859
scanners [apparatus] for performing automotive

diagnostics
○ 自動車診断用スキャナー（装置） 10C01,11A04,11C02 ○ 汽車診斷用掃描儀（裝置） 0917

09 090860 haptic suits, other than for medical purposes ○
触覚スーツ（医療用のものを除
く。）

09G53,10C01,11B01,

11C01,24A01
○ 非醫療用體感衣 0962

09 090861 selfie ring lights for smartphones ○
スマートフォン用自撮りリングライ
ト

11B01,11C01 ○ 智慧手機自拍補光燈 0919

09 090862 mobile phone chargers ○ 携帯電話用充電器 11B01 ○ 行動電話充電器 0943

09 090863 mobile phone screen protectors ○ 携帯電話用スクリーン保護具 11B01 ○ 行動電話螢幕保護膜 0939

09 090864 warning signs [luminous] ○ 警告標識（発光式） 09G06,09G07,09G08 ○ 警告標誌（發光） 0936

09 090865 safety signs [luminous] ○ 安全標識（発光式） 09G06,09G07,09G08 ○ 安全標誌（發光） 0936

09 090866 mobile phone ring holders ○ リング状の携帯電話用ホルダー 11B01 ○ 行動電話指環支架 0938

09 090867 mobile phone ring stands ○ リング状の携帯電話用スタンド 11B01 ○ 行動電話指環架 0938

09 090868 headsets ○ ヘッドセット
09G53,11B01,11C01,

24A01
○ 耳機 0920

09 090869 headsets for playing video games ○ ビデオゲームプレイ用ヘッドセット 09G53,11C01,24A01 ○ 電玩遊戲用耳機 0920

09 090870

downloadable computer software for managing

crypto asset transactions using blockchain

technology

○

ブロックチェーン技術を用いた暗号
資産取引を管理するためのダウン
ロード可能なコンピュータソフト
ウェア

11C01 ○
使用區塊鏈技術管理加密資產交易
之可下載電腦軟體

0917

09 090871 electrolysis apparatus for laboratory use ○ 実験室用電解装置 09A06,10A01 ○ 實驗室用電解裝置 0921

09 090872
apparatus for generating gas for calibration

purposes
○ 校正用ガス生成装置 10C01 ○ 校準用氣體產生裝置 0952

09 090873
apparatus for testing breast milk, other than

for medical or veterinary use
○

母乳検査装置（医療用又は獣医科用
のものを除く。）

10C01 ○ 非醫療或獸醫用母乳檢測儀器 0952

09 090874 portable power chargers ○ 携帯式充電器
11A01,11B01,11C01,

24A01
○ 可攜式電源充電器 0943

09 090875 amplifiers for servo motors ○ サーボモーター用アンプ 11A01 ○ 伺服馬達用放大器 0943

09 090876 electronic controllers for servo motors ○
サーボモーター用電子式コントロー
ラ

11C01 ○ 伺服馬達用電子控制器 0943

09 090877 quantum computers ○ 量子コンピュータ 11C01 ○ 量子電腦 0917

09 090878
musical instrument digital interface controllers

being audio interfaces
○

電子楽器用デジタルインターフェー
スコントローラー（オーディオイン
ターフェース）

11B01 ○
作為音訊介面之樂器數位介面控制
器

0943

09 090879 bioreactors for laboratory use ○ 実験用バイオリアクター 10A01 ○ 實驗室用生物反應器 0921

09 090880
bioreactors for cell culturing for scientific

research
○

科学研究用の細胞培養用バイオリア
クター

10A01 ○ 科學研究用細胞培養生物反應器 0921

09 090881
holders adapted for mobile telephones and

smartphones
○

携帯電話機及びスマートフォン用ホ
ルダー

11B01,11C01 ○ 行動電話和智慧手機用支架 0938

09 090882 in-car telephone handset cradles X
［電話の受話器台（自動車の車内用
のもの）］

― ○ 車載電話支架 0938

09 090883 head-mounted displays ○ ヘッドマウントディスプレイ
09G53,11B01,11C01,

24A01
○ 頭戴顯示裝置 0939

09 090884
wireless portable printers for use with laptops

and mobile devices
○

ノートブック型コンピュータ及びモ
バイルデバイス用のワイヤレス式携
帯型プリンター

11C01 ○
用於筆記型電腦和行動載具之可攜
式無線印表機

0917

09 090885 spectacles for correcting colour blindness ○ 色覚異常矯正用眼鏡 23B01 ○ 矯正色盲眼鏡 0922

09 090885 spectacles for correcting color blindness ○ 色覚異常矯正用眼鏡 23B01 ○ 矯正色盲眼鏡 0922

09 090885 colour blindness correction glasses ○ 色覚異常矯正用眼鏡 23B01 ○ 色盲矯正眼鏡 0922

09 090885 color blindness correction glasses ○ 色覚異常矯正用眼鏡 23B01 ○ 色盲矯正眼鏡 0922

09 090886
contact lens cases incorporating ultrasonic

cleaning functions
○

超音波洗浄機能を組み込んだコンタ
クトレンズ用容器

23B01 ○ 具有超音波清洗功能的隱形眼鏡盒 0922

09 090887 airbags for safety purposes for fall protection ○
落下保護用の安全目的のためのエア
バッグ

09G01 ○ 墜落保護用安全氣囊 0906

09 090888 neural helmets, not for medical purposes ○
神経系ヘルメット（医療用のものを
除く。）

09G53,11C01,24A01 ○ 非醫療用神經頭盔 0917

09 090889 portable speakers ○ ポータブルスピーカー 11B01 ○ 可攜式揚聲器 0920

09 090890 breathalyzers ○ ブレサライザー 10C01 ○ 呼氣式酒精檢測儀 0952

09 090891 cooling pads for laptop computers ○
ノートブック型コンピュータ用冷却
パッド

11C01 ○ 筆記型電腦用散熱墊 0943

09 090892 internal cooling fans for computers ○ コンピュータ用内蔵冷却ファン 11C01 ○ 電腦內部用冷卻風扇 0943

09 090893 effects pedals for guitars ○ ギター用エフェクトペダル 24E01 ○ 吉他效果踏板 0920

09 090894
software as a medical device [SaMD],

downloadable
○

医療機器としてのソフトウエア（Ｓ
ａＭＤ）（ダウンロード可能なも
の）

11C01 ○
可下載之醫療器材軟體（ＳａＭ
Ｄ）

0917

09 090895 evacuation chairs ○ 避難用椅子 09G01 ○ 救護搬運椅 0906

09 090896
dashboard mats adapted for holding mobile

telephones and smartphones
○

携帯電話やスマートフォンを保持す
るためのダッシュボードマット

11B01,11C01,12A05 ○
置放行動電話和智慧手機用儀表板
止滑墊

0938

09 090897 controllers for servo motors ○ サーボモーター用コントローラ 11B01,11C01 ○ 伺服馬達控制器 0943

09 090898 dust masks incorporating air purification ○ 空気浄化機能付き防じんマスク 17A05 ○ 含空氣淨化器之防塵口罩 0906

09 090899 electric actuators ○ 電気式アクチュエーター 09F02,11A01 ○ 電動致動器 0943

09 090900 electric linear actuators ○ 電気式リニアアクチュエーター 09F02,11A01 ○ 電動線性致動器 0943

09 090901
insulating gloves for protection against

accidents
○ 事故防護用絶縁手袋 17A08 ○ 防事故用絕緣手套 0906

09 090902
dosage dispensers, not for medical use

[measuring apparatus]
○

投薬用ディスペンサー（医療用のも
のを除く。）（測定装置）

10C01 ○ 非醫療用劑量分配器（測量儀器） 0959

09 090903 dry suits ○ ドライスーツ 24C04 ○ 乾式潛水衣 0905

09 090904 dive skins ○ ダイブスキン 24C04 ○ 水母衣 0905

09 090905 wet suits ○ ウェットスーツ 24C04 ○ 濕式潛水衣 0905

09 090906 computer network routers ○
コンピュータネットワーク用ルー
ター

11B01,11C01 ○ 電腦網路路由器 0939

09 090907 frequency extenders ○ 周波数エクステンダ 11B01 ○ 擴頻器 0939

09 090908

humanoid robots having communication and

learning functions for assisting and

entertaining people

○

人々を助けたり楽しませたりするた
めに会話機能や学習機能を搭載した
ヒューマノイドロボット

09E99 ○
用於協助和接待之具有溝通和學習
功能的人形機器人

0961

09 090909 missile warning systems ○ ミサイル警報装置 08B01,09G04 ○ 飛彈預警系統設備 0939



09 090910 autonomous navigation systems for ships ○ 船舶用自律型ナビゲーション装置 11B01 ○ 船舶自主導航系統設備 0939

09 090911 self-checkout terminals ○ セルフ式レジ端末 09D01 ○ 自助收銀終端機 0918

09 090912 portable document scanners ○ 携帯型書類スキャナー 11C01 ○ 可攜式文件掃描器 0917

09 090913 cases for smartphones incorporating a keyboard ○
キーボードを組み込んだスマート
フォン用ケース

11B01,11C01 ○ 附鍵盤的智慧手機保護套 0938

09 090914 wheel alignment meters ○ 車輪の調整用計測器 10C01 ○ 車輪定位儀 0952

09 090915 video mixing desks ○ ビデオ向けのミキシングデスク 11B01 ○ 視頻混音台 0920

09 090916
humanoid robots with artificial intelligence for

preparing beverages
○

飲料調製用の人工知能を搭載した
ヒューマノイドロボット

09E99 ○
調製飲料用具人工智慧的人形機器
人

0961

09 090917
user-programmable humanoid robots, not

configured
○

ユーザーがプログラミング可能な
ヒューマノイドロボット（未設定の
もの）

09E99 ○
未設定之使用者可編程的人形機器
人

0961

09 090918
downloadable digital files authenticated by non-

fungible tokens [NFTs]
X

［非代替性トークン（ＮＦＴ）によ
り認証されたダウンロード可能なデ
ジタルファイル］

― ○
由非同質化代幣（ＮＦＴｓ）驗證
的可下載數位檔案

0917

09 090919 ozonizers for calibration purposes ○ 校正用オゾン発生器 10C01 ○ 校正用臭氧產生器 0943

09 090919 ozone generators for calibration purposes ○ 校正用オゾン発生器 10C01 ○ 校正用臭氧產生器 0943

09 090920 lanyards for cell phones ○ 携帯電話機用ランヤード 11B01 ○ 手機掛繩 0938

09 090921 gimbals for digital cameras ○ デジタルカメラ用ジンバル 11B01 ○ 數位相機穩定器 0919

09 090922 gimbals for smartphones ○ スマートフォン用ジンバル 11B01,11C01 ○ 智能手機穩定器 0938

09 090923 sunglasses for pets ○ ペット用サングラス 19B33 ○ 寵物用太陽眼鏡 0922

10 100001 abdominal belts ○ 腹帯 10D01 ○ 腹帶 1010

10 100002 hypogastric belts ○ 医療用下腹部用ベルト 10D01 ○ 下腹托帶 1010

10 100003 abdominal corsets ○ 医療用腹部用コルセット 10D01 ○ 束腹帶 1010

10 100004 childbirth mattresses ○ 分娩用マットレス 10D01 ○ 分娩褥墊 1010

10 100005 hearing aids ○ 補聴器 10D01 ○ 助聽器 1003

10 100006 ear trumpets ○ らっぱ形補聴器 10D01 ○ 助聽器 1003

10 100007 clips, surgical ○ 外科用クリップ 10D01 ○ 外科手術用鉗夾 1003

10 100008 needles for medical purposes ○ 医療用針 10D01 ○ 醫療用針 1003

10 100009 suture needles ○ 縫合針 10D01 ○ 傷口縫合針 1003

10 100010 pessaries ○ ペッサリー 01C02 ○ 子宮托；子宮帽 1009

10 100011 hot air therapeutic apparatus ○ 温風治療装置 10D01 ○ 熱氣治療器具 1003、1005、1010

10 100012 hot air vibrators for medical purposes ○ 医療用温風マッサージ器 10D01 ○ 醫療用熱氣振動按摩器 1005

10 100013 draw-sheets for sick beds ○ 病床用シーツ 10D01 ○ 病床用吸水床單 1007

10 100014 incontinence sheets ○ 失禁用シーツ 10D01 ○ 失禁用墊 1010

10 100015 catheters ○ カテーテル 10D01 ○ 醫療用導管 1003

10 100017 radium tubes for medical purposes ○ 医療用ラジウム管 10D01 ○ 醫療用鐳管 1003

10 100018 teething rings ○ おしゃぶり 01C01 ○ 出牙環 1008

10 100020 orthopaedic bandages for joints ○ 整形外科用関節用包帯 01C01 ○ 關節矯形用繃帶 1010

10 100020 orthopedic bandages for joints ○ 整形外科用関節用包帯 01C01 ○ 關節矯形用繃帶 1010

10 100021 splints, surgical ○ 副木 10D01 ○ 外科用夾板 1010

10 100022 bandages, elastic ○ 弾性包帯 01C01 ○ 彈性繃帶 1010

10 100023 galvanic belts for medical purposes ○
ガルヴァーニ電気ベルト（医療機
械）

10D01 ○ 醫療用電刺激帶 1003

10 100024 X-ray apparatus for medical purposes ○ 医療用Ｘ線装置 10D01 ○ 醫療用Ｘ光機 1003

10 100025 bed pans ○ 病人用便器 19B39 ○ 病床用便盆 1007

10 100026 basins for medical purposes ○ 医療用洗面器 10D01 ○ 醫療用盆 1003

10 100027 obstetric apparatus for cattle ○ 家畜用出産装置 10D01 ○ 家畜助產用器具 1003

10 100028 babies' bottles ○ 哺乳瓶 01C01 ○ 奶瓶 1008

10 100028 feeding bottles ○ 哺乳瓶 01C01 ○ 奶瓶 1008

10 100029 knives for surgical purposes ○ 外科用メス 10D01 ○ 手術刀 1003

10 100030 scalpels ○ 外科用メス 10D01 ○ 解剖刀 1003

10 100031 boots for medical purposes ○ 医療用ブーツ 10D01 ○ 醫療用靴 1010

10 100033 surgical bougies ○ 外科用ブジー 10D01 ○ 外科用探條 1003

10 100034 spittoons for medical purposes ○ 医療用痰つぼ 10D01 ○ 醫療用痰盂 1007

10 100035 catgut ○ 手術用キャットガット 01C01 ○ 羊腸線 1003

10 100036 gurneys, wheeled ○ 車輪付き担架 10D01 ○ 帶輪擔架床 1007

10 100036 stretchers, wheeled ○ 車輪付き担架 10D01 ○ 帶輪擔架 1007

10 100037 ambulance stretchers ○ 救急車用担架 10D01 ○ 救護車用擔架 1007

10 100038 orthopaedic articles ○ 整形外科用品 10D01,10D02 ○ 矯形用品 1003、1010

10 100038 orthopedic articles ○ 整形外科用品 10D01,10D02 ○ 矯形用品 1003、1010

10 100039 hernia bandages ○ ヘルニア帯 10D01 ○ 疝氣帶 1010

10 100039 trusses ○ ヘルニア帯 10D01 ○ 疝氣帶 1010

10 100040 arch supports for footwear ○ 医療用の履物用土踏まず芯 10D01 ○ 鞋用弓形支墊 1010

10 100041 strait jackets ○ 拘束服 10D01 ○ 拘束衣 1007

10 100042 cannulae ○ カニューレ 10D01 ○ 醫用套管 1003

10 100043 gloves for medical purposes ○ 医療用手袋 17A09 ○ 醫療用手套 1007

10 100044 appliances for washing body cavities ○ 体腔洗浄用具 10D01 ○ 沖洗體腔裝置 1003

10 100045 belts for medical purposes ○ 医療用ベルト 10D01 ○ 醫療用帶 1010

10 100046 maternity belts ○ 腹帯 10D01 ○ 孕婦托腹帶 1010

10 100047 orthopaedic belts ○ 整形外科用ベルト 10D01 ○ 矯形帶 1010

10 100047 orthopedic belts ○ 整形外科用ベルト 10D01 ○ 矯形帶 1010

10 100048 dentists' armchairs ○ 歯科用肘掛いす 10D01 ○ 牙科用扶手椅 1003

10 100049 castrating pincers ○ 去勢用鉗子 10D01 ○ 去勢鉗 1003

10 100050 heating cushions, electric, for medical purposes ○ 医療用電熱式クッション 10D01 ○ 醫療用電熱墊 1003

10 100050 heating pads, electric, for medical purposes ○ 医療用電熱式パッド 10D01 ○ 醫療用電熱墊 1003

10 100051 orthopaedic footwear ○ 整形外科用履物 10D01 ○ 矯形鞋 1010

10 100051 orthopedic footwear ○ 整形外科用履物 10D01 ○ 矯形鞋 1010

10 100052 artificial teeth ○ 義歯 10D01 ○ 假牙 1003

10 100053 surgical sponges ○ 医療用スポンジ 10D01 ○ 外科手術用消毒紗布 1010

10 100054 surgical apparatus and instruments ○ 外科用機械器具 10D01 ○ 外科用器具及儀器 1003

10 100055 instrument cases for use by doctors ○ 医師用医療器具ケース 10D01 ○ 醫生用器具箱 1003

10 100056 thread, surgical ○ 糸（外科用のもの） 01C01 ○ 手術縫合線 1003

10 100057 anaesthetic apparatus ○ 麻酔用装置 10D01 ○ 麻醉儀器 1003

10 100058 scissors for surgery ○ 外科用はさみ 10D01 ○ 外科用剪 1003

10 100059 thermo-electric compresses [surgery] ○ 外科用電熱式圧定布 10D01 ○ 外科用電熱敷墊 1003

10 100060 compressors [surgical] ○ 外科用圧迫器 10D01 ○ 加壓止血器 1003

10 100061 droppers for medical purposes ○ 医療用点滴器 10D01 ○ 醫療用點滴器 1003

10 100062 corn knives ○ 魚の目用ナイフ 10D01 ○ 割雞眼刀 1003

10 100063 esthetic massage apparatus ○ 美容用マッサージ器 09E25,11A08 ○ 美容用按摩器 1005

10 100064 cushions for medical purposes ○ 医療用クッション 10D01 ○ 醫療用緩衝墊 1007

10 100065 surgical cutlery ○ 外科用刃物類 10D01 ○ 外科用刀 1003

10 100067 incubators for medical purposes ○ 未熟児用保育器 10D01 ○ 醫療用細菌培養器 1003

10 100069 spoons for administering medicine ○ 投薬用スプーン 10D01 ○ 投藥用匙 1010

10 100070 tongue scrapers ○ 医療用舌擦過器 10D01 ○ 刮舌器 1003

10 100071 ear picks ○ 耳かき 21F01 ○ 耳挖 1010

10 100072 dental burs ○ 歯科用バー 10D01 ○ 牙鑽 1003

10 100073 dental apparatus and instruments ○ 歯科用機械器具 10D01 ○ 牙科用器具及儀器 1003

10 100074 pins for artificial teeth ○ 人工歯根 10D01 ○ 假牙用釘 1003

10 100076 dentures ○ 義歯 10D01 ○ 全口假牙 1003

10 100076 sets of artificial teeth ○ 義歯セット 10D01 ○ 全口假牙 1003

10 100077 lancets ○ ランセット 10D01 ○ 採血針 1003

10 100078 mirrors for dentists ○ 歯科用鏡 10D01 ○ 牙科醫生用鏡 1003

10 100079 fingerstalls for medical purposes ○ 医療用指サック 01C01 ○ 醫療用護指套 1010

10 100079 finger guards for medical purposes ○ 医療用指サック 01C01 ○ 醫療用指套 1010

10 100080 syringes for injections ○ 注入器具 10D01 ○ 針劑注射器 1003

10 100081 drainage tubes for medical purposes ○ 医療用排液チューブ 10D01 ○ 醫療用引流管 1003

10 100082 water bags for medical purposes ○ 医療用ウォーターバッグ 01C01,10D01 ○ 醫療用水袋 1010

10 100083 radiology screens for medical purposes ○ 医療用の放射線透写スクリーン 10D01 ○ 醫療用放射線遮屏 1003

10 100084 electrocardiographs ○ 心電計 10D01 ○ 心電圖機 1003

10 100085 probes for medical purposes ○ 消息子 10D01 ○ 醫用探針 1003

10 100086 pumps for medical purposes ○ 医療用ポンプ 10D01 ○ 醫療用幫浦 1003

10 100087 blood testing apparatus ○ 血液検査装置 10D01 ○ 驗血儀器 1003

10 100088 armchairs for medical or dental purposes ○ 医療用又は歯科用の肘掛いす 10D01 ○ 醫療用或牙科用扶手椅 1003

10 100089 dropper bottles for medical purposes ○ 医療用点滴瓶 10D01 ○ 醫療用點滴瓶 1003

10 100090 forceps ○ 鉗子 10D01 ○ 醫用鉗 1003

10 100091 galvanic therapeutic appliances ○ ガルヴァーニ電気治療機械 10D01 ○ 電氣治療器 1003

10 100092 gloves for massage ○ マッサージ治療用手袋 17A09 ○ 按摩用手套 1005

10 100093 gastroscopes ○ 胃内視鏡 10D01 ○ 胃鏡 1003



10 100094 ice bags for medical purposes ○ 医療用氷嚢 01C01 ○ 醫療用冰袋 1010

10 100095 haemocytometers ○ 血球計算器 10D01 ○ 血球計 1003

10 100095 hemocytometers ○ 血球計算器 10D01 ○ 血球計 1003

10 100096 waterbeds for medical purposes ○ 医療用ウォーターベッド 10D01 ○ 醫療用水床 1007

10 100097 hypodermic syringes ○ 皮下注射器 10D01 ○ 皮下注射器 1003

10 100098 abdominal pads ○ 医療用腹部用パッド 10D01 ○ 腹部護墊 1010

10 100099 inhalers ○ 吸入器 10D01 ○ 吸入器 1010

10 100100 injectors for medical purposes ○ 医療用注射器 10D01 ○ 醫療用注射器 1003

10 100101 soporific pillows for insomnia ○ 不眠症用催眠まくら 10D01 ○ 失眠用催眠枕頭 1010

10 100102 urological apparatus and instruments ○ 泌尿器科用機械器具 10D01 ○ 泌尿科用器具及儀器 1003

10 100103 insufflators ○ インサフレーター（医療機械） 10D01 ○ 腹腔充氣機 1003

10 100104 enema apparatus for medical purposes ○ 医療用かん腸器 10D01 ○ 醫療用灌腸器 1003

10 100105 ultraviolet ray lamps for medical purposes ○ 医療用紫外線ランプ 10D01 ○ 醫療用紫外線燈 1003

10 100106 lasers for medical purposes ○ 医療用レーザー発生装置 10D01 ○ 醫療用雷射 1003

10 100107 breast pumps ○ 母乳搾り器 01C01,10D01 ○ 吸乳器 1008

10 100108 lamps for medical purposes ○ 医療用ランプ 10D01 ○ 醫療用燈 1003

10 100109 vaporizers for medical purposes ○ 医療用蒸気吸入器 10D01 ○ 醫療用噴霧器 1003

10 100110 urinals being vessels ○ 尿器 19B39 ○ 病床用尿壺 1007

10 100111 artificial jaws ○ 人工顎部 10D01 ○ 義顎 1003

10 100112 anaesthetic masks ○ 麻酔用マスク 10D01 ○ 麻醉面罩 1003

10 100113 massage apparatus ○ マッサージ機器 09E25,10D01,11A08 ○ 按摩器 1005

10 100114 medical apparatus and instruments ○ 医療用機械器具 10D01,10D02 ○ 醫療器具及儀器 1003

10 100115 receptacles for applying medicines ○ 投薬器 10D01 ○ 敷藥用容器 1003

10 100116 cases fitted for medical instruments ○ 医療器具ケース 10D01 ○ 醫療器具專用箱 1003

10 100117 artificial limbs ○ 義肢 10D01 ○ 義肢 1003

10 100118 mirrors for surgeons ○ 外科用鏡 10D01 ○ 外科醫生用鏡 1003

10 100119 furniture especially made for medical purposes X
［調剤台、その他の医療用特殊調度
品］

― ○ 醫療用特製家具 1007

10 100120 obstetric apparatus ○ 産婦人科用機械器具 10D01 ○ 產科用器械 1003

10 100121 umbilical belts ○ 脱腸帯 10D01 ○ 疝氣帶 1010

10 100122 keratometers ○ 角膜測定器 10D01 ○ 角膜散光計 1003

10 100122 ophthalmometers ○ 角膜曲率計 10D01 ○ 角膜曲率計 1003

10 100123 ophthalmoscopes ○ 検眼鏡 10D01 ○ 眼底鏡 1003

10 100124 hearing protectors ○ 医療用聴覚保護具 01C04,10D01 ○ 聽力保護器 1010

10 100125 artificial skin for surgical purposes ○ 外科用人造皮膚 10D01 ○ 外科用人造皮膚 1003

10 100126 tips for crutches ○ 松葉づえの石突き 10D02 ○ 傷病患拐杖用腳套 1003

10 100127 balling guns ○ 動物用丸薬挿入器 10D01 ○ 動物用餵藥器 1010

10 100127 bolus guns ○ 動物用丸薬挿入機 10D01 ○ 動物用餵藥器 1010

10 100128 condoms ○ コンドーム 01C02 ○ 保險套 1009

10 100129 arterial blood pressure measuring apparatus ○ 血圧測定装置 10D01 ○ 血壓計 1003

10 100129 sphygmomanometers ○ 血圧計 10D01 ○ 血壓計 1003

10 100129 sphygmotensiometers ○ 血圧計 10D01 ○ 血壓計 1003

10 100130 quartz lamps for medical purposes ○ 医療用石英水銀灯 10D01 ○ 醫療用石英燈 1003

10 100131
apparatus and installations for the production

of X-rays, for medical purposes
○ 医療用Ｘ線発生装置 10D01 ○ 醫療用Ｘ光機 1003

10 100132 X-ray photographs for medical purposes ○ Ｘ線写真（医療用標本） 10D01 ○ 醫療用Ｘ光片 1004

10 100133 radiological apparatus for medical purposes ○ 医療用の放射線装置 10D01 ○ 醫療用放射儀器 1003

10 100134 radiotherapy apparatus ○ 放射線療法用装置 10D01 ○ 放射治療儀器 1003

10 100135 resuscitation apparatus ○ 蘇生用機械器具 10D01 ○ 復甦儀器 1003

10 100136 X-ray tubes for medical purposes ○ 医療用Ｘ線管 10D01 ○ 醫療用Ｘ光管 1003

10 100137
protection devices against X-rays, for medical

purposes
○ 医療用Ｘ線防護装置 10D01 ○ 醫療用Ｘ光防護裝置 1003

10 100138 respirators for artificial respiration ○ 人工呼吸装置 10D01 ○ 人工呼吸器 1003

10 100139 apparatus for artificial respiration ○ 人工呼吸用装置 10D01 ○ 人工呼吸器 1003

10 100140 saws for surgical purposes ○ 外科用のこぎり 10D01 ○ 外科用鋸 1003

10 100141 artificial breasts ○ 人工胸部 10D01 ○ 義乳 1003

10 100142 uterine syringes ○ 子宮注入器 10D01 ○ 子宮注射器 1003

10 100143 vaginal syringes ○ 膣注入器 10D01 ○ 陰道沖洗器 1003

10 100144 stethoscopes ○ 聴診器 10D01 ○ 聽診器 1003

10 100145 dummies for babies ○ 乳児用おしゃぶり 01C01 ○ 安撫奶嘴 1008

10 100145 pacifiers for babies ○ 乳児用おしゃぶり 01C01 ○ 安撫奶嘴 1008

10 100146 supports for flat feet ○ 扁平足用サポーター 10D01 ○ 扁平足用支撐器 1010

10 100147 apparatus for the treatment of deafness ○ 難聴治療装置 10D01 ○ 聽障治療儀器 1003

10 100148 suspensory bandages ○ つり包帯 01C01 ○ 懸吊式繃帶 1010

10 100149 suture materials ○ 縫合用材料 01C01 ○ 傷口縫合材料 1003

10 100150 operating tables ○ 手術台 10D01 ○ 手術台 1003

10 100151 trocars ○ 套管針 10D01 ○ 套管針 1003

10 100153 urethral probes ○ 尿道消息子 10D01 ○ 尿道探針 1003

10 100154 urethral syringes ○ 尿道注入器 10D01 ○ 尿道注射器 1003

10 100155 cupping glasses ○ 吸角ガラス 10D01 ○ 拔罐器 1003

10 100156 veterinary apparatus and instruments ○ 獣医科用機械器具 10D01 ○ 獸醫用器具及儀器 1003

10 100157 bed vibrators ○ ベッド式マッサージ器 09E25,10D01,11A08 ○ 床用振動按摩器 1005

10 100158 vibromassage apparatus ○ 振動マッサージ器 09E25,10D01,11A08 ○ 振動按摩器 1005

10 100159 artificial eyes ○ 義眼 10D01 ○ 義眼 1003

10 100161 air pillows for medical purposes ○ 医療用空気まくら 10D01 ○ 醫療用氣枕 1007

10 100162 air cushions for medical purposes ○ 医療用空気クッション 10D01 ○ 醫療用氣墊 1007

10 100163 air mattresses for medical purposes ○ 医療用エアマットレス 10D01 ○ 醫療用氣褥墊 1007

10 100164 syringes for medical purposes ○ 医療用注射器 10D01 ○ 醫療用注射器 1003

10 100165 elastic stockings for surgical purposes ○ 外科用弾性ストッキング 10D01 ○ 外科用彈性長襪 1010

10 100166 stockings for varices ○ 静脈瘤用ストッキング 10D01 ○ 靜脈曲張用長襪 1010

10 100168 crutches ○ 松葉づえ 10D02 ○ 傷殘用拐杖 1003

10 100169 feeding bottle valves ○ 哺乳瓶用バルブ 01C01 ○ 奶瓶流量調節器 1008

10 100170 feeding bottle teats ○ 哺乳瓶用乳首 01C01 ○ 奶瓶用奶嘴 1008

10 100171 orthopaedic soles ○ 整形外科用靴底 10D01 ○ 矯形用鞋底 1010

10 100171 orthopedic soles ○ 整形外科用靴底 10D01 ○ 矯形用鞋底 1010

10 100172 sterile sheets, surgical ○ 手術用無菌シーツ 10D01 ○ 外科用無菌罩布 1010

10 100173 beds specially made for medical purposes ○ 医療専用ベッド 10D01 ○ 醫療用床 1007

10 100174 electrodes for medical use ○ 医療用電極 10D01 ○ 醫療用電極 1003

10 100175 belts, electric, for medical purposes ○ 医療用電気式ベルト 10D01 ○ 醫療用電帶 1003

10 100176 physical exercise apparatus for medical purposes ○ 医療用身体訓練装置 10D01 ○ 醫療用復健器具 1003

10 100177 incubators for babies ○ 未熟児用保育器 10D01 ○ 嬰兒保溫箱 1003

10 100178 brushes for cleaning body cavities ○ ブラシ（体腔洗浄用） 10D01 ○ 清洗體腔用刷 1010

10 100179 dental apparatus, electric ○ 歯科用電気式装置 10D01 ○ 牙科用電動器具 1003

10 100180 apparatus for use in medical analysis ○ 医療用分析装置 10D01 ○ 醫療分析儀器 1003

10 100180 testing apparatus for medical purposes ○ 医療用分析装置 10D01 ○ 醫療用檢測儀器 1003

10 100181
filters for ultraviolet rays, for medical

purposes
○ 医療用紫外線フィルター 10D01 ○ 醫療用紫外線過濾器 1003

10 100182 fumigation apparatus for medical purposes ○ 医療用くん蒸消毒用具 10D01 ○ 醫療用燻蒸器 1003

10 100183 corsets for medical purposes ○ 医療用コルセット 10D01 ○ 醫療用緊身褡 1010

10 100184 contraceptives, non-chemical ○ 避妊用具 01C02 ○ 非化學性避孕器具 1009

10 100191 blankets, electric, for medical purposes ○ 医療用電気毛布 10D01 ○ 醫療用電毯 1003

10 100192 hair prostheses ○ 植毛用人工毛髪 01C03 ○ 植髮用人工毛髮 1003

10 100193 knee bandages, orthopaedic ○ ひざ用包帯（整形外科用のもの） 01C01 ○ 矯形用膝繃帶 1010

10 100193 knee bandages, orthopedic ○ ひざ用包帯（整形外科用のもの） 01C01 ○ 矯形用膝繃帶 1010

10 100194
intraocular prostheses [lenses] for surgical

implantation
○ 眼内レンズ 10D01 ○ 外科植入用眼球晶體 1003

10 100194
lenses [intraocular prostheses] for surgical

implantation
○ 眼内レンズ 10D01 ○ 外科植入用眼球晶體 1003

10 100195
pads for preventing pressure sores on patient

bodies
○ 床擦れ防止用パッド 10D01 ○ 病患防褥瘡用墊 1007

10 100196 physiotherapy apparatus ○ 物理療法用機械器具 10D01 ○ 物理治療器具 1003

10 100197 spirometers [medical apparatus] ○ 肺活量計 10D01 ○ 醫療用肺活量計 1003

10 100198 thermometers for medical purposes ○ 医療用温度計 10D01 ○ 體溫計 1003

10 100199 acupuncture needles ○ はり治療用はり 10D01 ○ 針灸針 1003

10 100200 clothing especially for operating rooms ○ 手術着 17A01 ○ 手術服 1007

10 100201 diagnostic apparatus for medical purposes ○ 診断用機械器具 10D01 ○ 醫療用診斷器具 1003

10 100202 electric acupuncture instruments ○ 電気式はり治療器 10D01 ○ 電子針灸器 1003



10 100203 heart pacemakers ○ 心臓ペースメーカー 10D01 ○ 心律調整器 1003

10 100204 patient lifting hoists ○ 患者用昇降移動機 10D01 ○ 病患懸吊移位機 1007

10 100204 patient hoists ○ 患者用昇降移動機 10D01 ○ 病患吊升器 1007

10 100205 masks for use by medical personnel ○ 医療従事者用マスク 17A05 ○ 醫療用口罩 1007

10 100206 plaster bandages for orthopaedic purposes ○ 整形外科用ギプス包帯 10D01 ○ 矯形用石膏繃帶 1010

10 100206 plaster bandages for orthopedic purposes ○ 整形外科用ギプス包帯 10D01 ○ 矯形用石膏繃帶 1010

10 100207 surgical drapes ○ 手術用ドレープ 10D01 ○ 外科手術用開刀巾 1010

10 100208
surgical implants comprised of artificial

materials
○

人工材料から成る外科用インプラン
ト

10D01 ○ 外科用人工材料植入物 1003

10 100209 thermal packs for first aid purposes ○ 応急手当用温湿布 10D01 ○ 急救用熱敷袋 1010

10 100210 commode chairs ○ （病人用）便器付いす 19B39 ○ 便器椅 1007

10 100211 defibrillators ○ 除細動器 10D01 ○ 醫用電擊器 1003

10 100212 dialyzers ○ 透析器 10D01 ○ 血液透析器 1003

10 100213 medical guidewires ○ 医療用ガイドワイヤー 10D01 ○ 醫用導線 1003

10 100214 orthodontic appliances ○ 歯列矯正器具 10D01 ○ 齒列矯正用器具 1003

10 100215 traction apparatus for medical purposes ○ 医療用牽引器具 10D01 ○ 醫療用牽引器 1003

10 100216 containers especially made for medical waste ○ 医療廃棄物専用の容器 10D01 ○ 醫療廢棄物專用容器 1003

10 100217 slings [support bandages] ○ 吊り包帯（支持用包帯） 01C01 ○ 吊腕帶 1010

10 100218 douche bags ○ 膣洗浄器 10D01 ○ 下體沖洗袋 1003

10 100219 love dolls [sex dolls] ○ ラブドール 10D01 ○ 性愛娃娃 1009

10 100220
microdermabrasion apparatus for medical or

therapeutic purposes
○

医療用又は治療用の皮膚剥離用機械
器具

10D01 ○ 醫療或治療用微晶磨皮機 1003

10 100221
body rehabilitation apparatus for medical

purposes
○ 医療用リハビリテーション機械器具 10D01,10D02 ○ 醫療用復健器具 1003

10 100222 pulse meters ○ 脈拍計 10D01 ○ 脈搏計 1003

10 100223 stents ○ ステント 10D01 ○ 冠狀動脈支架 1003

10 100224 ear plugs [hearing protection devices] ○ 耳栓（聴覚保護具） 01C04 ○ 耳塞（聽力保護器） 1010

10 100225
temperature indicator labels for medical

purposes
○ 医療用の温度計測用ラベル 10D01 ○ 醫療用體溫指示標籤 1003

10 100226 walking frames for disabled persons ○ 身体障害者用歩行器 10D02 ○ 殘疾人用助行架 1003

10 100227 tomographs for medical purposes ○ 医療用断層撮影装置 10D01 ○ 醫療用斷層掃描裝置 1003

10 100228 apparatus for acne treatment ○ にきび治療用器具 10D01 ○ 粉刺治療儀器 1003

10 100229 lice combs ○ シラミ取り用のくし 19B33,21F01 ○ 除蝨梳 1011

10 100230 quad canes for medical purposes ○ 四脚づえ 10D02 ○ 醫療用四腳拐杖 1003

10 100231 endoscopy cameras for medical purposes ○ 医療用内視鏡カメラ 10D01 ○ 醫療用內視鏡攝影機 1003

10 100232 heart rate monitoring apparatus ○ 心拍数測定用機器 10D01 ○ 心率監測器 1003

10 100233 compression garments ○ 医療用圧迫衣服 10D01 ○ 壓力衣 1010

10 100234 sex toys ○ 性的なおもちゃ 10D01 ○ 性玩具 1009

10 100235 brain pacemakers ○ 脳ペースメーカー 10D01 ○ 腦起搏器 1003

10 100236 implantable subcutaneous drug delivery devices ○ 皮下埋め込み型薬剤投与装置 10D01 ○ 皮下植入式給藥裝置 1003

10 100237 biodegradable bone fixation implants ○ 生分解性骨固定用インプラント 10D01 ○ 生物可分解骨內固定植入物 1003

10 100238 tongue depressors for medical purposes ○ 医療用舌圧子 10D01 ○ 醫療用壓舌板 1003

10 100239 nasal aspirators ○ 鼻水吸引器 01C01 ○ 吸鼻器 1003

10 100240 teeth protectors for dental purposes ○ 歯科用歯の防護具 10D01 ○ 牙科用牙齒保護器 1003

10 100241 menstrual cups ○ 月経用カップ 01C01 ○ 月經杯 1009

10 100242 respiratory masks for artificial respiration ○ 人工呼吸器用マスク 10D01 ○ 人工呼吸用呼吸面罩 1003

10 100243 orthodontic rubber bands ○ 歯列矯正用ゴム製バンド 10D01 ○ 齒列矯正橡皮筋 1003

10 100244
analysers for bacterial identification for

medical purposes
○ 医療用細菌同定用分析器 10D01 ○ 醫療用細菌鑑定分析器 1003

10 100244
analyzers for bacterial identification for

medical purposes
○ 医療用細菌同定用分析器 10D01 ○ 醫療用細菌鑑定分析器 1003

10 100245
apparatus for DNA and RNA testing for medical

purposes
○ 医療用ＤＮＡ及びＲＮＡ分析装置 10D01 ○

醫療用去氧核醣核酸和核糖核酸檢
測儀器

1003

10 100246
apparatus for the regeneration of stem cells for

medical purposes
○ 医療用幹細胞の再生用装置 10D01 ○ 醫療用幹細胞再生器具 1003

10 100247 body fat monitors ○ 体脂肪測定器 10D01 ○ 體脂肪計 1003

10 100248 body composition monitors ○ 体組成計 10D01 ○ 體組成計 1003

10 100249 toe separators for orthopaedic purposes ○ 整形外科用の足指セパレーター 10D01 ○ 矯形用腳趾分離器 1010

10 100249 toe separators for orthopedic purposes ○ 整形外科用の足指セパレーター 10D01 ○ 矯形用腳趾分離器 1010

10 100250 anti-rheumatism bracelets ○ リューマチ治療用腕輪 10D01 ○ 抗風濕手鐲 1012

10 100251 anti-rheumatism rings ○ リューマチ治療用リング 10D01 ○ 抗風濕指環 1012

10 100252 bracelets for medical purposes ○ 医療用腕環 10D01 ○ 醫療用手鐲 1012

10 100253 surgical robots ○ 外科手術用ロボット 10D01 ○ 手術機器人 1003

10 100254 baby feeding dummies ○ 離乳食摂取用おしゃぶり 01C01 ○ 餵食奶嘴 1008

10 100254 baby feeding pacifiers ○ 離乳食摂取用おしゃぶり 01C01 ○ 餵食奶嘴 1008

10 100255 anti-nausea wristbands ○ 吐き気防止用リストバンド 10D01 ○ 抗動暈症腕帶 1010

10 100256 wheeled walkers to aid mobility ○ 車輪付き歩行補助器 10D02,12A71 ○ 帶輪助行器 1003

10 100257 hydrogen inhalers ○ 水素吸入器 10D01 ○ 氫吸入器 1003

10 100258
magnetic resonance imaging [MRI] apparatus for

medical purposes
○ 医療用磁気共鳴画像診断装置 10D01 ○ 醫療用磁振造影儀器 1003

10 100259 air beds for medical purposes ○ 医療用エアベッド 10D01 ○ 醫療用充氣床 1007

10 100260 cooling patches for medical purposes ○ 医療用冷却パッチ 01C01 ○ 醫療用冷卻貼片 1010

10 100261 cooling pads for first aid purposes ○ 応急手当用冷却パッド 10D01 ○ 急救用冷敷墊 1010

10 100262 portable hand-held urinals ○ 持ち運び可能な手持式簡易小便器 19B39 ○ 便攜式尿壺 1007

10 100263 canes for medical purposes ○ 医療用つえ 10D02 ○ 醫療用手杖 1003

10 100263 walking sticks for medical purposes ○ 医療用つえ 10D02 ○ 醫療用手杖 1003

10 100264 robotic exoskeleton suits for medical purposes ○ 医療用外骨格型ロボット用スーツ 10D01,10D02 ○ 醫療用機器人外骨骼套組 1010

10 100265 acupressure bands ○ 指圧バンド 10D01 ○ 止暈帶 1010

10 100266 clips for dummies ○ おしゃぶりクリップ 01C01 ○ 安撫奶嘴夾 1008

10 100266 clips for pacifiers ○ おしゃぶりクリップ 01C01 ○ 安撫奶嘴夾 1008

10 100267 cholesterol meters ○ コレステロール値測定器 10D01 ○ 膽固醇測量儀 1003

10 100268 patient examination gowns ○ 患者診察用のガウン 17A02 ○ 體檢袍 1007

10 100269
biomagnetic rings for therapeutic or medical

purposes
○ 治療用又は医療用の生体磁気リング 10D01 ○ 磁療腳趾環 1012

10 100270 therapeutic facial masks ○ 治療用フェイシャルマスク 10D01 ○ 熱敷眼罩 1010

10 100271 gum massagers for babies ○ 乳児用の歯茎のマッサージャー 21F01 ○ 嬰兒牙齦按摩器 1008

10 100272 pill crushers ○ 丸薬用クラッシャー 10D01 ○ 碎藥丸器 1010

10 100273 glucometers X ［グルコメーター］ ― ○ 血糖計 1003

10 100273 glucose meters ○ 血糖測定器 10D01 ○ 血糖計 1003

10 100274 curing lamps for medical purposes ○ 医療用硬化ランプ 10D01 ○ 醫療用固化燈 1003

10 100275
bone void fillers comprised of artificial

materials
○ 人工材料からなる骨間隙の充てん材 01C03 ○ 人工材料骨骼填充物 1003

10 100276 chambers for inhalers ○ 吸入器用チャンバー（吸入補助具） 10D01 ○ 吸藥輔助器 1010

10 100276 spacers for inhalers ○ 吸入器用スペーサー（吸入補助具） 10D01 ○ 吸藥輔助器 1010

10 100277 medical examination tables ○ 医療用診察台 10D01 ○ 醫療檢診台 1003

10 100278 nanorobots for medical purposes ○ 医療用ナノロボット 10D01 ○ 醫療用奈米機器人 1003

10 100278 nanites for medical purposes ○ 医療用ナノロボット 10D01 ○ 醫療用奈米機器人 1003

10 100279 kinesiology tapes ○ キネシオロジーテープ 01C01 ○ 運動用肌肉支撐膠帶 1010

10 100280
medical cooling apparatus for treating

heatstroke
○ 熱中症治療用の医療用冷却器 10D01 ○ 中暑治療醫用冷卻裝置 1003、1010

10 100281
medical cooling apparatus for use in therapeutic

hypothermia
○ 低体温療法用の医療用冷却器 10D01 ○ 低溫治療醫用冷卻裝置 1003

10 100282 pill cutters ○ 丸薬用カッター 10D01 ○ 切藥器 1010

10 100283 protective masks for medical purposes ○ 医療用保護マスク 17A05 ○ 醫療用防護口罩 1007

10 100284 LED masks for therapeutic purposes ○
治療用発光ダイオード（ＬＥＤ）マ
スク

10D01 ○ 理療用發光二極體面罩 1005

10 100285 oxygen concentrators for medical purposes ○ 医療用酸素濃縮器 10D01 ○ 醫療用氧氣濃縮機 1003

10 100286 support bandages ○ 支持包帯 01C01 ○ 支撐繃帶 1010

10 100287 laser therapy helmets for treating alopecia ○
脱毛症治療用ヘルメット型レーザー
治療装置

10D01 ○ 治療脫髮用雷射頭盔 1003

10 100288
disposable steam-heated masks for therapeutic

purposes
○

治療用の使い捨ての蒸気加熱式マス
ク

01C01 ○ 治療用可拋棄式蒸汽加熱眼罩 1010

10 100289
disposable steam-heated patches for therapeutic

purposes
○

治療用の使い捨ての蒸気加熱式パッ
チ

01C01 ○ 治療用可拋棄式蒸汽加熱貼片 1010

10 100290 contraceptive implants ○ 避妊用インプラント 01C02,10D01 ○ 避孕植入物 1009



10 100291 intrauterine devices ○ 子宮内器具 01C02 ○ 子宮內避孕器 1009

10 100292 diabetic monitoring apparatus ○ 糖尿病用監視装置 10D01 ○ 糖尿病患者監測器 1003

10 100293 audiometers ○ 聴力検査用器具 10D01 ○ 聽力檢查儀 1003

10 100294 haptic suits for medical purposes ○ 医療用触覚スーツ 10D01,10D02 ○ 醫療用體感衣 1003

10 100295
apparatus for testing breast milk for medical

purposes
○ 医療用の母乳検査装置 10D01 ○ 醫療用母乳檢測儀器 1003

10 100296 capillary tubes for medical use ○ 医療用毛細管 10D01 ○ 醫療用毛細管 1003

10 100297 crystals for therapeutic purposes ○ 治療用クリスタル 10D01 ○ 治療用晶體 1003

10 100298 drug-eluting stents for thrombosis ○
血栓症用の薬物でコーティングした
ステント

10D01 ○ 防血栓藥物釋放型支架 1003

10 100298 drug-coated stents for thrombosis ○
血栓症用の薬物でコーティングした
ステント

10D01 ○ 防血栓塗藥支架 1003

10 100299 portable earpicks with endoscopy function ○
内視鏡の機能を有する持ち運び可能
な耳かき

21F01 ○ 具內視功能可攜式耳挖 1010

10 100300 electric massage guns ○ 銃型のマッサージ機器 09E25,10D01,11A08 ○ 電動按摩槍 1005

10 100301 neural helmets for medical purposes ○ 医療用の神経系ヘルメット 10D01 ○ 醫療用神經頭盔 1003

10 100302 sanitary masks ○ 衛生マスク 01C01 ○ 衛生口罩 1007

10 100303 reusable sanitary masks made of gauze ○ 再利用可能なガーゼ製衛生マスク 01C01 ○ 可重複使用紗布製衛生口罩 1007

10 100304
facial aesthetic treatment apparatus using

ultrasonic waves
○

超音波を使用した顔の美容処置用機
器

09E25,11A07 ○ 超音波美顏器 1005

10 100305 spoons for patients with tremor ○ 震えを伴う患者用スプーン 10D01 ○ 顫抖症患者用匙 1010

10 100306 dosage dispensers for medical use ○ 医療用の投薬用ディスペンサー 10D01 ○ 醫療用劑量分配器 1003

10 100307 nebulisers for medical purposes ○ 医療用吸入器 10D01 ○ 醫療用霧化器 1003

10 100307 nebulizers for medical purposes ○ 医療用吸入器 10D01 ○ 醫療用霧化器 1003

10 100308
filters for respiratory masks for medical

purposes
○ 医療用呼吸マスク用フィルター 10D01 ○ 醫療用呼吸防護具過濾器 1007

10 100309
respirators for filtering air for medical

purposes
○ 医療用防じんマスク 17A05 ○ 醫療用濾氣呼吸防護具 1007

10 100310 respiratory masks for medical purposes ○ 医療用呼吸マスク 10D01 ○ 醫療用呼吸防護具 1007

10 100311 breathing apparatus for medical purposes ○ 医療用の呼吸装置 10D01 ○ 醫療用呼吸器 1003

10 100312 therapeutic magnets ○ 治療用マグネット 10D01 ○ 治療用磁石 1012

10 100313 hospital beds ○ 病院用ベッド 20A01 ○ 病床 1007

10 100314 massage chairs with built-in massage apparatus ○
マッサージ機器が内蔵された椅子型
マッサージ器

09E25,10D01,11A08 ○ 嵌入按摩裝置的按摩椅 1005

10 100315 LED facial aesthetic treatment apparatus ○
ＬＥＤを使用した顔の美容処置用機
器

09E25,11A07 ○ 發光二極體臉部美容儀 1005

10 100316 ear plugs for swimmers ○ 水泳用耳栓 01C04 ○ 游泳用耳塞 1010

11 110001 watering installations, automatic ○ 自動給水又は散水用設備 09A41 X 自動灑水設備 ―

11 110002 heat accumulators ○ 蓄熱器 09A06 ○ 蓄熱器 1122

11 110003 acetylene burners ○ アセチレンバーナー 09A01 ○ 乙炔燈 1101

11 110004 acetylene generators ○ アセチレン発生器 09A06 ○ 乙炔產生器 1122

11 110005 acetylene flares ○ アセチレンランプ 19B25 ○ 乙炔照明器 1101

11 110006 ventilation hoods ○ 換気フード 09E11,11A06 ○ 通風用罩 1118

11 110007 lighting installations for air vehicles ○ 航空機用照明装置 11A02 ○ 航空器用照明設備 1101

11 110008 hot air ovens ○ 熱風式オーブン 09E28,11A06,19A02 ○ 熱風烤箱 1117

11 110009 air deodorizing apparatus ○ 空気脱臭装置 09E11,11A06 ○ 空氣除臭裝置 1118

11 110009 air deodorising apparatus ○ 空気脱臭装置 09E11,11A06 ○ 空氣除臭裝置 1118

11 110010 air cooling apparatus ○ 空気冷却装置 09E11,11A06 ○ 空氣冷卻裝置 1114

11 110011 filters for air conditioning ○ 空気調和用ろ過器 09E11,11A06 ○ 空氣調節用過濾器 1118

11 110012 air reheaters ○ 空気再熱器 09E11,11A06 ○ 空氣再加熱器 1118

11 110013 air driers ○ 除湿機 09E11,11A06 ○ 空氣乾燥器 1118

11 110013 air dryers ○ 除湿機 09E11,11A06 ○ 空氣乾燥器 1118

11 110014 air-conditioning installations ○ 空気調和設備 09E11,11A06,20A02 ○ 空調裝置 1118

11 110015 air filtering installations ○ 空気清浄装置 09E11,11A06 ○ 空氣過濾設備 1118

11 110016 hot air apparatus ○ 温風装置 09A06,09E11 ○ 熱氣裝置 1122

11 110017 hot air bath fittings ○ 熱気浴用付属品 19B57 X 蒸氣浴室設備 ―

11 110018 friction lighters for igniting gas ○ ガス点火用摩擦発火器 19A02 ○ 點燃瓦斯用摩擦點火器 1117

11 110019 gas lighters ○ ガス点火器 19A02 ○ 瓦斯點火器 1117

11 110021 light bulbs ○ 白熱電球 11A02 ○ 燈泡 1101

11 110022 light bulbs, electric ○ 白熱電球 11A02 ○ 電燈泡 1101

11 110023 arc lamps ○ アーク灯 11A02 ○ 弧光燈 1101

11 110024 electric lamps ○ 電球 11A02 ○ 電燈 1101

11 110025 structural framework for ovens ○ 炉用構造枠組 07A01,07A02,09A12 ○ 烤箱的結構框架 1117

11 110026 refrigerating cabinets ○ 冷蔵・冷凍庫 09E12,11A06 ○ 冷藏櫃 1114

11 110027 lights for vehicles ○ 乗物用ライト 11A02 ○ 車輛用照明燈 1101

11 110031 headlights for automobiles ○ 自動車用ヘッドライト 11A02 ○ 汽車用頭燈 1102

11 110032 coolers for furnaces ○ 炉用冷却装置 09A12,19A02 ○ 熔爐用冷卻器 1114

11 110032 cooling vats for furnaces ○ 炉用の冷却タンク 09A12,19A02 ○ 熔爐用冷卻槽 1114

11 110033 bath tubs ○ 浴槽 19B57 ○ 浴缸 1109

11 110035 bath tubs for sitz baths ○ 腰湯用浴槽 19B57 ○ 坐式浴缸 1109

11 110036 Turkish bath cabinets, portable ○ 移動式蒸気浴室 07A09 ○ 可搬運式土耳其浴室 1119

11 110037 bath fittings ○ 浴槽類 19B57 ○ 衛浴設備 1109

11 110038 heaters for baths ○ 浴室用湯沸器 09B01,19A01,19B57 ○ 浴室用熱水器 1117

11 110039 bath installations ○ 浴室用装置 19B57 ○ 衛浴設備 1109

11 110039 bath plumbing fixtures ○ 浴室用配管固定具 19B57 ○ 衛浴配管裝置 1109

11 110040 lamps ○ ランプ 11A02,19B25 ○ 照明燈 1101

11 110041 lanterns for lighting ○ 照明用カンテラ 19B25 ○ 照明用燈籠 1101

11 110042 lamp casings ○ ランプ用ケーシング 11A02,19B25 ○ 燈罩 1101

11 110042 lamp mantles ○ ランプ用マントル 11A02,19B25 ○ 燈罩 1101

11 110043 incandescent burners ○ 白熱バーナー
09A12,09B01,09E11,

09G58,19A01,19A02,

19B57

○ 白熱燈 1101

11 110044 burners for lamps ○ ランプ用バーナー 19B25 ○ 照明用火把 1101

11 110045 bicycle lights ○ 自転車用ライト 11A02 ○ 自行車摩電燈 1102

11 110046 bidets ○
ビデ（医療用機械器具に属するもの
を除く。）

19B39,19B56 ○ 坐浴式洗身盆 1109

11 110047 boilers, other than parts of machines ○ ボイラー（機械部品を除く。） 09B01 ○ 非機械零件之鍋爐 1122

11 110048 kilns ○ キルン 09A12 ○ 窯爐 1122

11 110049 hydrants ○ 給水栓 09F05 ○ 水龍頭 1109

11 110050 radiator caps ○ ラジエーターキャップ 09E11,11A06,20A02 ○ 散熱器蓋 1122

11 110051 electric flashlights ○ 懐中電灯 11A02 ○ 手電筒 1101

11 110051 electric torches ○ 懐中電灯 11A02 ○ 手電筒 1101

11 110052 water heaters ○ 湯沸かし器 09B01,11A06,19A01 ○ 熱水器 1117

11 110053 bakers' ovens ○ 製パン用オーブン 09E28,11A06,19A02 ○ 製麵包用烤爐 1117

11 110055 anti-splash tap nozzles ○ 飛散防止用蛇口 09F05 ○ 水龍頭防濺噴嘴 1109

11 110056 roasting jacks ○ 焼きぐし回転器 09E28,11A06,19A02 ○ 烤肉用鐵叉旋轉器 1117

11 110057 roasting spits ○ 焼きぐし回転器用焼きぐし 09E28,11A06,19A02 ○ 烤肉用鐵叉 1117

11 110058 laboratory burners ○ 実験用バーナー 10A01 ○ 實驗室用燃燒器 1122

11 110059 flare stacks for use in the oil industry ○ 石油精製施設用ガス焼却塔 09A06,09A12 ○ 石油工業用火舌管 1122

11 110060 burners ○ バーナー
09A12,09B01,09E11,

09G58,19A01,19A02,

19B57

X 火爐 ―

11 110061 germicidal burners ○ 殺菌用バーナー
09A12,09B01,09E11,

09G58,19A01,19A02,

19B57

○ 殺菌燃燒器 1132

11 110063 laundry room boilers ○ 洗濯場用ボイラー 09B01 ○ 洗衣房用鍋爐 1122

11 110063 washing coppers ○ 洗濯用銅がま 09E23 ○ 洗滌用銅鍋 1122

11 110064 toilets, portable ○ 移動式便所 07A09 ○ 移動式廁所 1109

11 110065 fans [air-conditioning] ○ 換気扇 09E11,11A06 ○ 空調用風扇 1118

11 110066 coffee roasters ○ コーヒー豆焙煎器
09A08,09E28,11A06,

19A02
○ 咖啡豆烘焙器 1105



11 110067 heating apparatus ○ 暖房装置 09E11,11A06,20A02 ○ 加熱裝置 1122

11 110068 cocks for pipes and pipelines ○ 管及びパイプライン用栓 09F05 ○ 管道用旋塞 1109

11 110068 faucets for pipes and pipelines ○ 管及びパイプライン用栓 09F05 ○ 管道用龍頭 1109

11 110068 spigots for pipes and pipelines ○ 管及びパイプライン用栓 09F05 ○ 管道用栓 1109

11 110068 taps for pipes and pipelines ○ 管及びパイプライン用蛇口 09F05 ○ 管道用龍頭 1109

11 110069 heat regenerators ○ 蓄熱室 09A12,09B01 ○ 蓄熱式熱交換器 1122

11 110070 oven fittings made of fireclay ○ 炉用耐火粘土製付属品 07A02,09A12 ○ 耐火粘土製爐用配件 1122

11 110071 light bulbs for directional signals for vehicles ○ 乗物の方向指示器用電球 11A02 ○ 交通工具用方向指示燈 1102

11 110072 carbon for arc lamps ○ アーク灯用炭素 11A02 ○ 弧光燈用碳棒 1101

11 110073 heating installations ○ 暖房装置 09E11,11A06,20A02 ○ 加熱裝置 1122

11 110075 flushing tanks ○ 瀉水用タンク
09G57,09G62,19B40,

19B56
○ 沖水槽 1109

11 110076 heating installations [water] ○ 水を用いた暖房装置 09E11,11A06,20A02 X 水加熱裝置 ―

11 110076 hot water heating installations ○ 温水暖房装置 09E11,11A06,20A02 X 水加熱裝置 ―

11 110077 heating boilers ○ 加熱用ボイラー 09B01 ○ 加熱用鍋爐 1122

11 110078 boiler pipes [tubes] for heating installations ○ 暖房装置用ボイラー管 09B01 ○ 加熱設備用鍋爐管（管） 1122

11 110079 air conditioners for vehicles ○ 乗物用エアコンディショナー 09E11 ○ 交通工具用空調設備 1118

11 110080
heating apparatus for solid, liquid or gaseous

fuels
○

固体・液体又は気体の燃料を用いる
暖房装置

09E11,20A02 ○ 固體、液體或氣體燃料的加熱裝置 1122

11 110081 heaters for vehicles ○ 乗物用暖房装置 09E11 X 車輛用加熱器 ―

11 110082 heating apparatus, electric ○ 電気式暖房装置 09E11,11A06 X 電氣加熱裝置 ―

11 110083 central heating radiators ○
セントラルヒーティング用ラジエー
ター

09E11,11A06,20A02 ○ 中央暖氣設備用散熱器 1118

11 110084 humidifiers for central heating radiators ○
セントラルヒーティング用ラジエー
ターの加湿器

09E11,11A06,20A02 ○ 中央暖氣設備用散熱器的增濕器 1118

11 110085 heating elements ○ 発熱体
09A12,09B01,09E11,

11A06,11A07
○ 加熱元件 1122

11 110086 heaters for heating irons ○ アイロン用加熱器 11A06,19B03 ○ 熨斗用加熱器 1122

11 110087 footwarmers, electric or non-electric ○ 足温器 09E11,11A06,19B28 ○ 電動或非電動暖腳套 1121

11 110088 footmuffs, electrically heated ○ 電熱式足部保温用マフ 11A06 ○ 電暖腳套 1121

11 110089 plate warmers ○ プレート式保温器 09E28,11A06 ○ 餐盤加溫器 1117

11 110090 immersion heaters ○ 投込式電気加熱器 11A06 ○ 浸入式加熱器 1122

11 110091 lamp glasses ○ ランプ用ガラス 11A02,19B25 ○ 玻璃燈罩 1101

11 110092 lamp chimneys ○ ランプ用ほや 19B25 ○ 煤油燈罩 1101

11 110093 chimney flues ○ 煙突用煙道 07A01,07A02,07A03 ○ 煙囪煙管 1118

11 110094 chimney blowers ○ 煙突用送風機 09C01 ○ 煙囪用風箱 1118

11 110095 hair driers ○ ヘアドライヤー 09E25,11A07 ○ 吹風機 1105

11 110095 hair dryers ○ ヘアドライヤー 09E25,11A07 ○ 吹風機 1105

11 110096 water distribution installations ○ 上水道配管用機械器具及び設備 09F05,09G62,13C01 X 配水設備 ―

11 110097 drying apparatus ○ 乾燥装置

09A01,09A06,09A07,

09A08,09A09,09A10,

09A11,09A41,09A61,

09A63,09A64,09A67,

09A68,09A69,09A70,

09E23,09E25,09E28,

09E99,09G63,11A06

X 乾燥裝置 ―

11 110099 air-conditioning apparatus ○ 空気調和装置 09E11,11A06,20A02 ○ 空調裝置 1118

11 110100 glue-heating appliances ○ にかわ加熱装置 09D01 ○ 熔膠加熱裝置 1122

11 110101 distillation columns ○ 蒸留塔 09A06 ○ 蒸餾塔 1122

11 110103 pipes [parts of sanitary installations] ○ 管（衛生設備の部品）
07A01,07A02,07A03,

07A09,19B56,19B57
X 輸送管（衛生設備零件） ―

11 110103 water-pipes for sanitary installations ○ 衛生設備用給排水管
07A01,07A02,07A03,

07A09,19B56,19B57
X 衛生設備用水管 ―

11 110104 water conduits installations ○ 上水道配管用機械器具及び設備 09F05,09G62,13C01 X 排水管設備 ―

11 110105 toilets [water-closets] ○ 便所ユニット 07A09 ○ 抽水馬桶 1109

11 110105 water closets ○ 便所ユニット 07A09 ○ 抽水馬桶 1109

11 110106 freezers ○ フリーザー 09E12,11A06 ○ 冷凍櫃 1114

11 110107 cooking utensils, electric ○ 電気式加熱調理器具 09E28,11A06 X 電氣烹飪器具 ―

11 110108 cookers ○ 加熱調理器具 09E28,11A06,19A02 X 烹飪器具 ―

11 110108 cooking stoves ○ 調理用こんろ 09E28,11A06,19A02 ○ 爐灶 1117

11 110109 cooking apparatus and installations ○ 加熱調理用の器具及び装置 09E28,11A06,19A02 X 烹飪裝置及設備 ―

11 110110 motorcycle lights ○ オートバイ用ライト 11A02 ○ 摩托車車燈 1102

11 110111 discharge tubes, electric, for lighting ○ 照明用放電管 11A02 ○ 照明用放電管 1101

11 110112 defrosters for vehicles ○ 乗物用除霜装置 09E11 ○ 車輛除霜器 1118

11 110115 disinfectant apparatus ○ 消毒装置
09E11,09E28,09E99,

09G57,09G62,10D01,

11A06

○ 消毒裝置 1132

11 110116 desalination plants ○ 淡水化プラント 09G62 ○ 海水淡化機 1127

11 110117 desiccating apparatus ○ 乾燥装置

09A01,09A06,09A07,

09A08,09A09,09A10,

09A11,09A41,09A61,

09A63,09A64,09A67,

09A68,09A69,09A70,

09E23,09E25,09E28,

09E99,09G63,11A06

X 乾燥裝置 ―

11 110118 light diffusers ○ 照明用散光器 11A02 ○ 燈光擴散器 1101

11 110119 beverage cooling apparatus ○ 飲料冷却装置 09E12,11A06 ○ 飲料冷卻裝置 1114

11 110120 distillation apparatus* ○ 蒸留装置 09A06 ○ 蒸餾裝置* 1122

11 110121 showers ○ シャワー器具 19B57 ○ 淋浴沖水器 1109

11 110122 sockets for electric lights ○ 電灯用ソケット 11A01,11A02 ○ 燈座 1101

11 110123 water purification installations ○ 上水用浄水設備 09G62 ○ 淨水設備 1115

11 110124 water filtering apparatus ○ 濾過式浄水器
09A06,09G62,11A06,

19A07
X 水過濾設備 ―

11 110125 cooling installations for water ○ 水用冷却設備 09E12 ○ 水冷卻設備 1114

11 110126 fountains ○ 噴水用機械器具 09C01,09E99,09G99 ○ 噴水器 1112

11 110127 pressure water tanks ○ 圧力水槽 09G59,19B56 ○ 壓力水箱 1112

11 110128 water sterilisers ○ 水殺菌装置
09A06,09A08,09G57,

09G62,11A06
○ 水殺菌消毒器 1132

11 110128 water sterilizers ○ 水殺菌装置
09A06,09A08,09G57,

09G62,11A06
○ 水殺菌消毒器 1132

11 110129 heat exchangers, other than parts of machines ○ 熱交換器（機械部品を除く。）

09A06,09A08,09A12,

09B01,09E11,09E12,

09E28,09G57,09G58,

11A06,19A01,19B48

○ 非機械零件之熱交換器 1122

11 110130 lighting apparatus and installations ○ 照明用器具及び装置 11A02 ○ 照明器具 1101

11 110133 chandeliers ○ シャンデリア 11A02 ○ 枝形吊燈 1101

11 110135 purification installations for sewage ○ 下水浄化装置 09G57 ○ 污水淨化設備 1125

11 110136 ceiling lights ○ 天井灯 11A02 ○ 吸頂燈 1101

11 110137 radiators, electric ○ 電気式ラジエーター 09E11,11A06 ○ 電暖器 1121

11 110138 gas scrubbing apparatus ○ ガス浄化装置 09A06 ○ 氣體淨化器 1122

11 110141 drying apparatus for fodder and forage ○ まぐさ用乾燥装置 09A41 ○ 飼料與草料乾燥裝置 1131

11 110141 forage drying apparatus ○ 飼料乾燥装置 09A41 ○ 飼料乾燥裝置 1131



11 110142 evaporators ○ 蒸発装置 09A06 ○ 蒸發器 1122

11 110143 stoves [heating apparatus] ○ ストーブ（暖房装置） 09E11,11A06,20A02 ○ 暖爐 1122

11 110145 filaments for electric lamps ○ 電球用フィラメント 11A02 ○ 燈絲 1101

11 110147 filters for drinking water ○ 飲料水用ろ過器 09G62,19A07 ○ 飲用水過濾器 1115

11 110148 flaming torches ○ 燃焼式トーチ 19B25 ○ 火把 1101

11 110149 forges, portable ○ 移動式金属加熱炉 09A12 ○ 輕便鍛爐 1122

11 110150 furnaces, other than for laboratory use ○ 炉（実験室用のものを除く。） 09A12 ○ 非實驗室用爐 1122

11 110150 ovens, other than for laboratory use ○ 炉（実験室用のものを除く。） 09A12 ○ 非實驗室用爐 1122

11 110151 fittings, shaped, for furnaces ○ 炉の付属品 09A12 ○ 爐用成形設備 1122

11 110151 fittings, shaped, for ovens ○ 炉の付属品 09A12 ○ 爐用成形設備 1122

11 110151 shaped fittings for furnaces ○ 炉の付属品 09A12 ○ 爐用成形設備 1122

11 110151 shaped fittings for ovens ○ 炉の付属品 09A12 ○ 爐用成形設備 1122

11 110152 furnace grates ○ 炉の火格子棒
09A12,09B01,09E28,

19A02,20A02
○ 爐用格柵 1122

11 110153 hearths ○ 炉床 09A12,19A02,20A02 ○ 壁爐 1117

11 110154 ash pits for furnaces ○ 炉用灰だめ 09A12,19A02 ○ 爐用儲灰槽 1122

11 110154 furnace ash boxes ○ 炉用灰箱 09A12,19A02 ○ 爐用灰箱 1122

11 110155 refrigerating apparatus and machines ○ 冷却用機器 09E12,11A06 ○ 冷凍設備及機器 1114

11 110156 refrigerating chambers ○ 冷蔵室 09E12 ○ 冷藏室 1114

11 110156 walk-in refrigerators ○ ウォークイン型冷蔵庫 09E12,11A06 ○ 冷藏庫 1114

11 110157 refrigerating containers ○ 冷蔵用コンテナ
09A03,09E12,09E99,

12A74,19A04
○ 冷藏櫃 1114

11 110158 curling lamps ○ 渦巻型ランプ 11A02,19B25 ○ 燙髮用燈 1134

11 110159 fruit roasters ○ 果実用ロースター 09E28,11A06 ○ 水果烘烤機 1117

11 110160 gas scrubbers [parts of gas installations] ○
ガス浄化装置（ガス発生装置の部
品）

09A06 ○ 氣體淨化器 1122

11 110160 scrubbers [parts of gas installations] ○
ガス洗浄集塵装置（ガス発生装置の
部品）

09A06 ○ 氣體淨化器 1122

11 110161 gas burners ○ ガスバーナー
09A12,09B01,09E11,

09G58,19A01,19A02,

19B57

○ 燃氣爐 1122

11 110162 gas boilers ○ ガスボイラー 09B01 ○ 燃氣鍋爐 1122

11 110163 gas lamps ○ ガス灯 19B25 ○ 煤氣燈 1101

11 110165 steam boilers, other than parts of machines ○ 蒸気ボイラー（機械部品を除く。） 09B01 ○ 非機械零件之蒸氣鍋爐 1122

11 110166 germicidal lamps for purifying air ○ 空気浄化用殺菌灯 11A02 ○ 空氣淨化用殺菌燈 1118

11 110167 ice machines and apparatus ○ 製氷用装置 09E12,11A06 ○ 製冰機及裝置 1114

11 110168 cool boxes, electric ○ 電気式クーラーボックス 09E12,11A06 ○ 冷藏機 1114

11 110168 coolers, electric ○ 電気式クーラーボックス 09E12,11A06 ○ 冷藏機 1114

11 110169 globes for lamps ○ ランプのかさ 11A02,19B25 ○ 球形燈罩 1101

11 110169 lamp globes ○
ランプ用笠（但し、円筒状又は平板
状のものを除く。）

11A02,19B25 ○ 球形燈罩 1101

11 110170 hot plates ○ ホットプレート 09E28,11A06,19A02 ○ 加熱板 1122

11 110171 bread toasters ○ パン用トースター 09E28,11A06 ○ 烤麵包機 1105

11 110171 toasters ○ トースター 09E28,11A06 ○ 烤麵包機 1105

11 110172 griddles [cooking appliances] ○ 鉄板焼き器（加熱調理用機械器具） 09E28,11A06,19A02 ○ 煎烤爐具（烹飪器具） 1117

11 110172 grills [cooking appliances] ○ 網焼き器（加熱調理用機械器具） 09E28,11A06,19A02 ○ 煎烤爐具（烹飪器具） 1117

11 110172 roasting apparatus ○ 調理用焙焼器具 09E28,11A06,19A02 ○ 煎烤爐具（烹飪器具） 1117

11 110173 incinerators ○ 焼却炉 09G58,19B48 ○ 垃圾焚化爐 1122

11 110174
ionization apparatus for the treatment of air or

water
○ 空気清浄用又は浄水用イオン化装置 09E11,09G62,11A06 ○ 空氣或水處理用電離器 1118

11 110175 ornamental fountains ○ 観賞用噴水器 09C01,09G99 ○ 裝飾用噴泉 1112

11 110176 laboratory lamps ○ 実験室用ランプ 11A02,19B25 ○ 實驗室燈 1101

11 110177 milk cooling installations ○ 乳冷却設備 09E12 ○ 牛乳冷卻設備 1114

11 110178 pasteurisers ○ 液体殺菌装置 09A08 ○ 巴氏殺菌器 1132

11 110179 oil lamps ○ 石油ランプ 19B25 ○ 油燈 1101

11 110180 ultraviolet ray lamps, not for medical purposes ○
紫外線ランプ（医療用のものを除
く。）

11A02 ○ 非醫療用紫外線燈 1122

11 110182 safety lamps ○ 安全灯 11A02 ○ 安全燈 1101

11 110183 lamp reflectors ○ ランプ用反射器 11A02,19B25 ○ 燈用反射器 1101

11 110185 Chinese lanterns ○ ちょうちん 19B24 ○ 燈籠 1101

11 110186
wash-hand basins [parts of sanitary

installations]
○ 洗面台（衛生設備用品の部品） 19B57 ○ 洗手台 1109

11 110186
wash-hand bowls [parts of sanitary

installations]
○

洗面台用洗面ボウル（衛生設備用品
の部品）

19B57 ○ 洗手台 1109

11 110188 cooling installations for liquids ○ 液体用冷却設備 09E11,09E12 ○ 液體冷卻設備 1114

11 110189 luminous tubes for lighting ○ 照明用発光管 11A02 ○ 照明用發光管 1101

11 110190 magnesium filaments for lighting ○ 照明用マグネシウムフィラメント 11A02 ○ 照明用鎂燈絲 1101

11 110191 malt roasters ○ 麦芽焙煎器 09A08 ○ 麥芽烘焙機 1117

11 110192 miners' lamps ○ 鉱夫用ランプ 11A02,19B25 ○ 礦工用照明燈 1101

11 110193
installations for processing nuclear fuel and

nuclear moderating material
○ 燃料及び核反応減速材の処理装置 09A12 ○ 處理核燃料和核調節材料的裝置 1123

11 110194 level controlling valves in tanks ○ タンク用水位制御弁 09F05 ○ 水箱用水位控制閥 1129

11 110195 electric lights for Christmas trees ○ クリスマスツリー用電気式ランプ 11A02 ○ 聖誕樹用電燈 1101

11 110195 lights, electric, for Christmas trees ○ クリスマスツリー用電気式ランプ 11A02 ○ 聖誕樹用電燈 1101

11 110196 luminous house numbers ○ 発光式家屋番号札 19B21 ○ 發光式門牌 1101

11 110197 oxyhydrogen burners ○ 酸水素バーナー
09A12,09B01,09E11,

09G58
○ 氫氧燃燒器 1122

11 110198 radiators [heating] ○ ラジエーター（暖房用のもの） 09E11,11A06,20A02 X 暖房裝置（加熱用） ―

11 110199 oil burners ○ オイルバーナー
09A12,09B01,09E11,

09G58,19A01,19A02,

19B57

○ 燃油器 1122

11 110200 vehicle headlights ○ 乗物用ヘッドライト 11A02 ○ 交通工具用前燈 1102

11 110201 heating plates ○ 暖房用プレート 09E28,11A06 ○ 加熱板 1122

11 110202 searchlights ○ 探照灯 11A02 ○ 探照燈 1101

11 110203 polymerisation installations ○ 重合装置 09A06 ○ 聚合反應設備 1123

11 110204 kitchen ranges [ovens] ○ 台所用レンジ（オーブン） 09E28,11A06,19A02 ○ 烤爐 1117

11 110205 air valves for steam heating installations ○ 蒸気暖房装置用空気弁 09E11 ○ 蒸氣加熱設備用空氣閥 1129

11 110206 water purifying apparatus and machines ○ 浄水用機器 09G62,11A06,19A07 ○ 淨水設備及機器 1115

11 110207 air purifying apparatus and machines ○ 空気清浄装置 09E11,11A06 ○ 空氣淨化設備及機器 1118

11 110208 refining towers for distillation ○ 蒸留用浄化塔 09A06,09A08 ○ 精煉蒸餾塔 1122

11 110209 cooling installations and machines ○ 冷却用の設備及び機械 09E11,09E12,11A06 ○ 冷卻設備及機器 1114

11 110210 cooking rings ○ 加熱調理用リング 09E28,11A06,19A02 ○ 烹調用環 1117

11 110212 vehicle reflectors ○ 乗物用反射器 12A04,12A05,12A06 ○ 車輛用燈反射器 1102

11 110213 refrigerating appliances and installations ○ 冷却用の器具及び設備 09E11,09E12,11A06 ○ 冷凍設備及裝置 1114

11 110214 cooling appliances and installations ○ 冷却用の器具及び設備 09E11,09E12,11A06 ○ 冷卻器具及設備 1114

11 110215 dampers [heating] ○ ダンパー（暖房用のもの） 09E11,11A06 ○ 調節閥（加熱用） 1129

11 110216
regulating accessories for water or gas

apparatus and pipes
○

ガス管・ガス機器・上水道管又は上
水用機器の調節用の付属装置

09F05,09G49 ○ 給水或氣體和管道用調節裝置 1129

11 110217
safety accessories for water or gas apparatus

and pipes
○

ガス管・ガス機器・上水道管又は上
水用機器の安全用の付属装置

09F05,09G49 ○ 給水或氣體和管道用安全裝置 1129

11 110218 faucets* ○ 蛇口 09F05 ○ 水龍頭 1109

11 110218 taps* ○ 蛇口 09F05 ○ 水龍頭 1109

11 110219 washers for water faucets ○ 水道蛇口用ワッシャー 13C01 ○ 水龍頭墊圈 1109

11 110219 washers for water taps ○ 水道蛇口用ワッシャー 13C01 ○ 水龍頭墊圈 1109

11 110220 rotisseries ○ 回転式肉焼き器 09E28,11A06,19A02 ○ 電動旋轉式烤肉器 1117



11 110221 sanitary apparatus and installations ○ 衛生器具及び装置
07A09,19B39,19B56,

19B57
X 衛生器具和設備 ―

11 110222 drying apparatus and installations ○ 乾燥装置

09A01,09A06,09A07,

09A08,09A09,09A10,

09A11,09A41,09A61,

09A63,09A64,09A67,

09A68,09A69,09A70,

09E23,09E25,09E28,

09E99,09G63,11A06

X 乾燥裝置及設備 ―

11 110223 hand drying apparatus for washrooms ○ 洗面所用手乾燥装置 09E99,11A07 ○ 盥洗室用烘手機 1109

11 110224
coils [parts of distilling, heating or cooling

installations]
○

コイル（蒸留用・加熱用又は冷却用
の設備の部品に限る。）

09A06,09E11,09E12,

09G62,11A06,11D01
○

蒸餾用加熱用或是冷卻設備用內部
旋管

1122

11 110225 fans [parts of air-conditioning installations] ○ ファン（空気調和装置の部品） 09E11,11A06,20A02 ○ 風扇（空調設備零件） 1118

11 110226 sterilisers ○ 滅菌装置
09A06,09A08,09E99,

09G57,09G62,10D01,

11A06

○ 殺菌器 1132

11 110226 sterilizers ○ 滅菌装置
09A06,09A08,09E99,

09G57,09G62,10D01,

11A06

○ 殺菌器 1132

11 110227 cooling installations for tobacco ○ たばこ用冷却設備 09E12 ○ 煙草冷卻設備 1114

11 110228 tobacco roasters ○ たばこ焙煎器 09A06 ○ 煙草烘焙機 1131

11 110229 lighting apparatus for vehicles ○ 乗物用照明器具 11A02 ○ 交通工具用照明裝置 1102

11 110230 roasters ○ ロースター 09E28,11A06 ○ 烤肉爐 1117

11 110231 ash conveyor installations, automatic ○ 灰自動搬出設備 09A03,09A12 ○ 爐灰渣自動排出裝置 1122

11 110232 steam generating installations ○ 蒸気発生設備 09A06,09B01,09E11 ○ 蒸氣產生設備 1122

11 110233
ventilation [air-conditioning] installations and

apparatus
○ 換気（空気調和）用の設備及び装置 09E11,11A06,20A02 ○ 通風設備 1118

11 110234
ventilation [air-conditioning] installations for

vehicles
○ 乗物用換気装置及び空調設備 09E11 ○ 交通工具用通風裝置 1118

11 110235 toilet bowls ○ 便器 19B56 ○ 抽水馬桶 1109

11 110236 toilet seats ○ 便座 19B56 ○ 馬桶座 1109

11 110237 lampshades ○ ランプ用笠 11A02,19B25 ○ 燈罩 1101

11 110238 lampshade holders ○ ランプ用笠保持具 11A02,19B25 ○ 燈罩座 1101

11 110239 mixer faucets for water pipes ○ 水道管用混合栓 09F05 ○ 冷熱水混合水龍頭 1109

11 110239 mixer taps for water pipes ○ 水道管用混合栓 09F05 ○ 冷熱冷熱水混合水龍頭 1109

11 110240 regulating and safety accessories for gas pipes ○
ガス管の調節用又は安全用の付属装
置

09F05,09G49 ○ 瓦斯管道調節及安全用閥 1129

11 110241
regulating and safety accessories for water

apparatus
○

水道器具の調節用及び安全用の付属
品

09F05,13C01 ○ 給水裝置調節及安全用閥 1129

11 110242 steam accumulators ○ 蒸気アキュムレーター 09B01 ○ 蒸氣儲存器 1122

11 110243 water softening apparatus and installations ○ 硬水軟化装置 09G62,09G99 ○ 軟水設備及裝置 1115

11 110244 ventilation hoods for laboratories ○ 実験室用換気フード 09E11 ○ 實驗室用通風罩 1118

11 110245 air sterilizers ○ 空気殺菌装置 09A06,09E11,11A06 ○ 空氣殺菌器 1118

11 110245 air sterilisers ○ 空気殺菌装置 09A06,09E11,11A06 ○ 空氣殺菌器 1118

11 110246 stills* ○ 蒸留器 09A06 ○ 蒸餾器* 1122

11 110247 alcohol burners ○ アルコールバーナー 19A02 ○ 酒精爐 1117

11 110249 anti-dazzle devices for vehicles [lamp fittings] ○
乗物用防眩装置（照明用器具に付属
するものに限る。）

11A02 ○ 車輛燈具防目眩裝置 1102

11 110249 anti-glare devices for vehicles [lamp fittings] ○
乗物用防眩装置（照明用器具に付属
するものに限る。）

11A02 ○ 車輛燈具防目眩裝置 1102

11 110250 heating apparatus for defrosting vehicle windows ○ 乗物の窓の除霜用加熱装置 09E11 ○ 車窗除霜用加熱器 1118

11 110251 brackets for gas burners ○ ガス灯用ブラケット 19B25 ○ 煤氣爐灶托架 1117

11 110252 water supply installations ○ 給水用設備 09F05,09G62 X 供水設備 ―

11 110253 nuclear reactors ○ 原子炉 09A12 ○ 核子反應爐 1123

11 110254 autoclaves, electric, for cooking ○ 電気式調理用圧力鍋 09E28,11A06 ○ 烹調用電壓力鍋 1105

11 110254 pressure cookers, electric ○ 電気式調理用圧力鍋 09E28,11A06 ○ 電壓力鍋 1105

11 110256 automobile lights ○ 自動車用ライト 11A02 ○ 車內照明燈 1101

11 110256 lights for automobiles ○ 自動車用ライト 11A02 ○ 車內照明燈 1101

11 110257 heaters, electric, for feeding bottles ○ 哺乳瓶用電気式加熱器 11A06 ○ 電熱溫奶器 1105

11 110258 waffle irons, electric ○ 電気式ワッフル焼き型 09E28,11A06 ○ 製鬆餅用電烘烤器 1117

11 110259
regulating and safety accessories for gas

apparatus
○

ガス機器の調節用又は安全用の付属
装置

09F05,09G49 ○ 瓦斯器具調節及安全用閥 1129

11 110261 coffee percolators, electric ○ 電気コーヒー沸かし 09E28,11A06 ○ 電咖啡壺 1105

11 110262 coffee machines, electric ○ 電気式コーヒー用機械器具 09E28,11A06 ○ 電咖啡機 1105

11 110263 street lamps ○ 街灯 11A02 ○ 路燈 1101

11 110264 flues for heating boilers ○ 加熱ボイラー用煙道 09B01 ○ 加熱鍋爐用暖氣管 1122

11 110265 barbecues ○ バーベキュー用加熱器 09E28,11A06,19A02 ○ 輕便烤爐 1117

11 110266 deep fryers, electric ○ 電気式揚物器 09E28,11A06 ○ 電油炸鍋 1105

11 110267 fireplaces, domestic ○ 暖炉（家庭用のもの） 20A02 ○ 家庭用壁爐 1117

11 110268 heat pumps ○ ヒートポンプ 09E11,09E12 ○ 加熱泵 1122

11 110269 solar thermal collectors [heating] ○ 暖房用太陽集熱器 09E11 ○ 加熱用太陽能集熱器 1126

11 110270 solar furnaces ○ 太陽炉 09A12 ○ 太陽能爐 1122

11 110271 tanning beds ○ 日焼け用器具 09E25,11A07 ○ 日曬床機 1119

11 110272 flushing apparatus ○ 瀉水用装置
09G57,09G62,19B40,

19B56
○ 沖水裝置 1109

11 110272 water flushing installations ○ 瀉水用設備
09G57,09G62,19B40,

19B56
○ 沖水設備 1109

11 110273 feeding apparatus for heating boilers ○ 暖房ボイラー用給水装置 09B01 ○ 熱氣鍋爐用供水裝置 1122

11 110274 refrigerators ○ 冷蔵庫 09E12,11A06 ○ 電冰箱 1105

11 110275 deodorizing apparatus, not for personal use ○ 脱臭装置 09E11,11A06 X 非個人用除臭裝置 ―

11 110275 deodorising apparatus, not for personal use ○ 脱臭装置 09E11,11A06 X 非個人用除臭裝置 ―

11 110276 water intake apparatus ○ 取水用装置 09G62 X 進水設備 ―

11 110277 oil-scrubbing apparatus ○ 油浄化装置 09A06 ○ 油淨化器 1122

11 110278 fumigation apparatus, not for medical purposes ○
くん蒸消毒用機械器具（医療用のも
のを除く。）

09A41 ○ 非醫療用燻蒸消毒器具 1132

11 110279 kiln furniture [supports] ○ 炉用支持具 07A01,07A02,09A12 ○ 窯用支架 1122

11 110280 pocket warmers ○ 懐炉 19B28 ○ 懷爐 1121

11 110291 spa baths [vessels] ○ スパ用浴槽 19B57 ○ 按摩浴缸 1109

11 110292 chromatography apparatus for industrial purposes ○ 工業用クロマトグラフ装置 09A06 X 工業用層析裝置 ―

11 110293 heating filaments, electric ○ 加熱用電気フィラメント 11A06,11A07 ○ 加熱用電熱絲 1122

11 110294 gas condensers, other than parts of machines ○ ガス液化装置（機械部品を除く。） 09A06 ○ 機械零件除外之氣體冷凝器 1114

11 110296
heating cushions, electric, not for medical

purposes
○

電熱式クッション（医療用のものを
除く。）

11A06 ○ 非醫療用電熱墊 1121

11 110296 heating pads, electric, not for medical purposes ○
電気式パッド（医療用のものを除
く。）

11A06 ○ 非醫療用電熱墊 1121

11 110297 sauna bath installations ○ サウナ風呂用装置 19B57 ○ 三溫暖機 1119

11 110298 shower enclosures ○ シャワー室 07A09,19B57 ○ 淋浴隔間 1109

11 110298 shower cubicles ○ シャワー室 07A09,19B57 ○ 淋浴隔間 1109

11 110299 sinks ○ 流し台 09E28,19A02 ○ 洗滌槽 1104

11 110300 steam facial apparatus [saunas] ○ 蒸気式美顔器 09E25,11A07 X 蒸汽式美容儀器（蒸汽浴） ―

11 110301 urinals being sanitary fixtures ○ 小便器 19B56 ○ 小便斗 1109

11 110302 hot water bottles ○ 湯たんぽ 19B28 ○ 電熱水瓶 1105

11 110303 kettles, electric ○ 電気式ケトル 09E28,11A06 ○ 電壺 1105

11 110304 bed warmers ○ 寝床温暖器 11A06,20A02 ○ 暖床器 1121

11 110305 blankets, electric, not for medical purposes ○ 電気毛布（医療用のものを除く。） 11A06 ○ 非醫療用電毯 1121

11 110306 warming pans ○ 寝床用あんか 19B28 ○ 長柄暖床爐 1121

11 110307 aquarium filtration apparatus ○ 水槽用濾過装置
09A05,09E99,09G62,

19B55
○ 水族箱用過濾裝置 1130

11 110308 aquarium heaters ○ 水槽用加熱器
09A05,09E11,09E99,

19B55
○ 水族箱用加熱器 1130



11 110309 aquarium lights ○ 水槽用ライト 11A02 ○ 水族箱用照明燈 1101

11 110310 electrically heated carpets ○ 電気カーペット 11A06 ○ 電熱地毯 1121

11 110311 dental ovens ○ 歯科用炉 10D01 ○ 磁牙用烤箱 1122

11 110312 electric appliances for making yoghurt ○ 電気式ヨーグルト製造器 09E28,11A06 ○ 製作酸酪乳用電動器具 1105

11 110312 electric appliances for making yogurt ○ 電気式ヨーグルト製造器 09E28,11A06 ○ 製作酸酪乳用電動器具 1105

11 110313
expansion tanks for central heating

installations
○

セントラルヒーティング用膨張タン
ク

09E11,11A06,20A02 ○ 中央加熱設備用膨脹水箱 1122

11 110314 extractor hoods for kitchens ○ 厨房用レンジフード 09E28,11A06 ○ 廚房用排油煙機罩 1117

11 110315 electric fans for personal use ○ 家庭用電気式扇風機 11A06 ○ 電風扇 1105

11 110316 laundry driers, electric ○ 電気式洗濯物乾燥機 09E23,11A06 ○ 乾衣機 1105

11 110316 laundry dryers, electric ○ 電気式洗濯物乾燥機 09E23,11A06 ○ 乾衣機 1105

11 110317 microwave ovens [cooking apparatus] ○ 電子レンジ 09E28,11A06 ○ 微波爐 1117

11 110318 swimming pool chlorinating apparatus ○ プール用塩素殺菌装置 09G62 ○ 游泳池氯化裝置 1125

11 110319
thermostatic valves [parts of heating

installations]
○

サーモスタット式バルブ（暖房装置
の部品）

09E11,11A06,20A02 ○ 暖氣裝置用調溫閥 1129

11 110320 whirlpool-jet apparatus ○ うず流噴射装置
09E23,09E99,09G99,

11A06,19B57
○ 噴射漩渦設備 1109

11 110321 apparatus for dehydrating food waste ○ 食品廃棄物の乾燥処理用装置 09G63,11A06 X 廚餘脫水裝置 ―

11 110322 diving lights ○ ダイビング用ライト 11A02 ○ 潛水燈 1101

11 110323 drip irrigation emitters [irrigation fittings] ○ ドリップ式灌漑用放出器 09A41 ○ 滴水灌溉噴射器 1109

11 110325 clean chambers [sanitary installations] ○ 無菌室（衛生設備） 09E11 ○ 衛浴用設備（衛生設備） 1109

11 110326 lava rocks for use in barbecue grills ○ バーベキューグリル用焼石 09E28,19A02 ○ 烤肉用熔石塊 1117

11 110327 watering machines for agricultural purposes ○ 農業用灌がい機械 09A41 ○ 農業用自動灑水器 1109

11 110328 microwave ovens for industrial purposes ○ 工業用マイクロ波加熱炉 09A12 ○ 工業用微波爐 1122

11 110329 bread baking machines ○ パン焼き機 09E28,11A06,19A02 ○ 烤麵包機 1105

11 110330 refrigerating display cabinets ○ 冷蔵ショーケース 09E12 ○ 冷藏展示櫃 1114

11 110331 fabric steamers ○ 電気式布地用スチーマー 09A07,09E23,11A06 ○ 織物蒸汽掛燙機 1105

11 110332 bread-making machines ○ 製パン機 09A08,11A06 ○ 製麵包機 1105

11 110333 light-emitting diodes [LED] lighting apparatus ○ ＬＥＤ照明用器具 11A02 ○ 發光二極體照明器具 1101

11 110334 hydromassage bath apparatus ○ 水中マッサージ装置付浴槽 19B57 ○ 水療按摩浴缸設備 1109

11 110335 heated display cabinets ○ 温蔵ショーケース 09E12 ○ 加熱展示櫃 1117

11 110336 multicookers ○ 多目的加熱調理器具 09E28,11A06,19A02 ○ 全能電氣鍋 1105

11 110337 food steamers, electric ○ 電気式の食品用蒸し器 09E28,11A06 ○ 電蒸鍋 1105

11 110338 tortilla presses, electric ○ 電気式トルティーヤ用プレス器 09E28,11A06 ○ 電動玉米餅機 1117

11 110339 book sterilisation apparatus ○ 書籍用滅菌装置 09E99 ○ 書籍消毒裝置 1132

11 110339 book sterilization apparatus ○ 書籍用滅菌装置 09E99 ○ 書籍消毒裝置 1132

11 110340 heat guns ○ ヒートガン 09A64,09A67 ○ 加熱槍 1122

11 110341 chocolate fountains, electric ○ 電気式チョコレートファウンテン 09E28,11A06 ○ 電動巧克力噴泉機 1117

11 110342 disinfectant apparatus for medical purposes ○ 医療用消毒装置 10D01 ○ 醫療用消毒裝置 1132

11 110343 wine cellars, electric ○ 電気式ワインセラー 09E12,11A06 ○ 電動酒窖 1118

11 110344 fairy lights for festive decoration ○ 祭りの飾り用飾りランプ 11A02 ○ 節慶用裝飾小燈 1101

11 110344 string lights for festive decoration ○ 祭りの飾り用ひも状のライト 11A02 ○ 節慶用裝飾串燈 1101

11 110345 socks, electrically heated ○ 電熱式ソックス 11A06 ○ 電熱襪 1133

11 110346 head torches ○ 頭部装着用電灯 11A02 ○ 頭燈 1101

11 110346 portable headlamps ○ 携帯用ヘッドランプ 11A02 ○ 可攜式頭燈 1101

11 110347 nail lamps ○ ネイル用乾燥ランプ 09E25,11A07 ○ 美甲光療燈 1105

11 110348 sous-vide cookers, electric ○ 電気式真空調理器具 09E28,11A06 ○ 電動低溫慢煮機 1105

11 110349 microbubble generators for baths ○ 浴槽用気泡発生装置 09G99,11A06,19B57 ○ 浴缸用微氣泡產生器 1109

11 110350
heating and cooling apparatus for dispensing hot

and cold beverages
○ 温冷飲料用のディスペンサー 09E28,11A06 ○ 具加熱和冷卻功能的飲料機 1116

11 110351 electrically heated clothing ○ 電熱式被服 11A06 ○ 電熱衣服 1133

11 110352
pounded rice cake making machines, electric, for

household purposes
○ 家庭用電気式餅つき機 11A06 ○ 家用電動搗麻糬機 1105

11 110353 wicks adapted for oil stoves ○ 石油ストーブ芯 20A02 ○ 油爐用芯 1117

11 110354 electric cooktops ○ 業務用及び家庭用の電気こんろ 09E28,11A06 ○ 電陶爐 1117

11 110355 candle lanterns ○ ろうそく式ランタン 19B25 ○ 蠟燭燈籠 1101

11 110356 air fryers X ［エアフライヤー］ ― ○ 氣炸鍋 1105

11 110357 ice-cream making machines ○ アイスクリーム製造機 09A08,11A06 ○ 製冰淇淋機 1114

11 110358 directional lights for bicycles ○ 自転車用方向指示灯 11A02 ○ 自行車方向燈 1102

11 110359
refrigerators, cooling apparatus and freezers

for medical storage purposes
○

医療のための保管を目的とした冷蔵
庫・冷却装置及びフリーザー

09E12,10D01 ○
醫療貯藏用之冰箱、冷卻裝置和冷
凍機

1105 、1114

11 110360 curing lamps, not for medical purposes ○
硬化ランプ（医療用のものを除
く。）

11A02 ○ 非醫療用固化燈 1131

11 110361 hydroponic growing systems X ［水耕式栽培用システム］ ― ○ 水耕栽培裝置 1109

11 110362 thermo-pots, electric ○ 電気式ポット 09E28,11A06 ○ 電熱水瓶 1105

11 110363 food dehydrators, electric ○ 電気式食品乾燥機 09A08,11A06 ○ 電動食品乾燥機 1131

11 110364 USB-powered hand warmers ○
ＵＳＢから電源供給されるハンド
ウォーマー

11A06 ○ ＵＳＢ充電暖手器 1121

11 110365 USB-powered cup heaters ○
ＵＳＢから電源供給されるカップ
ヒーター

11A06 ○ ＵＳＢ保溫加熱杯墊 1117

11 110366 couscous cookers, electric ○ 電気式クスクス調理器具 09E28,11A06 ○ 電動古斯鍋 1105

11 110367 standard lamps ○ フロアスタンド 11A02,19B25 ○ 立燈 1101

11 110367 floor lamps ○ フロアランプ 11A02,19B25 ○ 落地燈 1101

11 110368 tajines, electric ○ 電気式タジン鍋 09E28,11A06 ○ 電動塔吉鍋 1105

11 110368 tagines, electric ○ 電気式タジン鍋 09E28,11A06 ○ 電動塔吉鍋 1105

11 110369 light projectors ○ 投光器 11A02 ○ 投光燈 1101

11 110370 fog machines ○ フォグマシン 09G99 ○ 煙霧機 1122

11 110371 underfloor heating apparatus and installations ○ 床暖房装置及び設備 09E11,11A06,20A02 ○ 地板下供暖設備和裝置 1118

11 110372 humidifiers ○ 加湿器 09E11,11A06 ○ 加濕器 1118

11 110373 soya milk making machines, electric ○ 電気式豆乳製造機 09A08,11A06 ○ 電動豆漿機 1105

11 110374
coffee capsules, empty, for electric coffee

machines
○

電気式コーヒー用機械器具用のコー
ヒー用カプセル（空のもの。）

09E28,11A06 ○ 電動咖啡機用空咖啡膠囊 1105

11 110375 beverage urns, electric ○ 電気式飲料沸かし 09E28,11A06 ○ 電動飲料桶 1105

11 110376 dehumidifiers ○ 除湿機 09E11,11A06 ○ 除濕機 1105

11 110377
disinfectant apparatus for dispensing solutions

into water-pipes for sanitary installations
○

衛生設備の給排水管に消毒剤を排出
するための消毒装置

09E11,09G57,09G62 ○
將預製溶液注入衛生設備輸水管中
之消毒裝置

1132

11 110378 membranes for reverse osmosis units ○ 逆浸透ユニット用の膜
09A06,09G57,09G62,

11A06,19A07
○ 逆滲透裝置用薄膜 1115

11 110379
membrane filtration units for water treatment

apparatus
○ 水処理装置用膜ろ過ユニット

09G57,09G62,11A06,

19A07
○ 水處理設備用薄膜過濾裝置 1115

11 110380 filters for water filtering apparatus ○ 濾過式浄水器用フィルター
09A06,09G62,11A06,

19A07
○ 濾水裝置用過濾器 1115

11 110381
reverse osmosis membrane filters for water

treatment
○ 水処理用の逆浸透膜フィルター

09A06,09G57,09G62,

11A06,19A07
○ 水處理用逆滲透薄膜過濾器 1115

11 110382 kitchen sinks incorporating integrated worktops ○ 調理台 09E28,19A02 ○ 附有流理台檯面的廚房水槽 1104

11 110383 coffee machines incorporating water purifiers ○
浄水器を組み込んだコーヒー用機械
器具

09E28,11A06 ○ 附有淨水器的咖啡機 1105

11 110384 lightsticks, battery-operated ○ 電池式ライトスティック 11A02 ○ 電池螢光棒 1101

11 110385 reverse osmosis units ○ 逆浸透ユニット
09A06,09G57,09G62,

11A06,19A07
○ 逆滲透裝置 1115

11 110386
apparatus for making ices and ice cream,

electric
○

氷及びアイスクリーム製造用装置
（電気式のもの）

09A08,11A06 ○ 電動製冰和冰淇淋設備 1114

11 110387 cooking pots, electric ○ 電気式調理なべ 09E28,11A06 ○ 電烹飪鍋 1105

11 110388 adsorption apparatus for generating gas ○ ガス生成用吸着装置 09A06 ○ 產生氣體用吸附裝置 1122

11 110389 membrane apparatus for generating gas ○ ガス生成用膜装置 09A06 ○ 產生氣體用薄膜裝置 1122

11 110390
bioreactors for use in the treatment of

wastewater
○ 排水の処理用バイオリアクター 09G57,09G62 ○ 廢水處理用生物反應器 1125

11 110391 fermentation apparatus for industrial purposes X ［工業用発酵装置］ ― ○ 工業用發酵裝置 1117

11 110392 apparatus for fertilizer irrigation ○ 肥料の灌漑用装置 09A41 ○ 施肥灌溉設備 1109

11 110393 electrically heated mugs ○ 電熱式マグカップ 11A06 ○ 電熱馬克杯 1105

11 110394 running lights for vehicles ○ 乗物用の走行用ライト 11A02 ○ 車輛行車燈 1102



11 110395 snow-making machines ○ 人工造雪装置 09G99 ○ 造雪機 1114

11 110395 snow cannons ○ 人工造雪装置 09G99 ○ 雪炮 1114

11 110396
beer brewing machines, electric, for household

purposes
○ 家庭用電気式ビール醸造機 11A06 ○ 家用電動啤酒釀造機 1105

11 110397 bioreactors for use in the treatment of waste ○ 廃棄物処理用バイオリアクター 09G63 ○ 廢棄物處理用生物反應器 1125

11 110398
heat-stabilized polypropylene pipes for heating

installations
○

暖房装置用熱安定性のポリプロピレ
ン製パイプ

09E11,11A06,20A02 ○ 加熱裝置用耐熱聚丙烯管 1122

11 110399 glow sticks for lighting ○ 照明用のスティック型ライト 11A02,19B25 ○ 照明用螢光棒 1101

11 110400 venturi scrubbers ○ ベンチュリスクラバー 09A06 ○ 文式洗滌器 1125

11 110401 membranes for water filtering apparatus ○ 濾過式浄水器用膜
09A06,09G62,11A06,

19A07
○ 濾水裝置用濾膜 1115

11 110402 smart light bulbs ○ スマート電球 11A02 ○ 智慧燈泡 1101

11 110403 full-body drying apparatus ○ 全身ドライヤー 09E25,11A07 ○ 全身烘乾裝置 1109

11 110404 ozonizers for sanitizing purposes ○ 衛生用オゾン発生器 09A06 ○ 消毒用臭氧產生器 1118

11 110404 ozone generators for sanitizing purposes ○ 衛生用オゾン発生器 09A06 ○ 消毒用臭氧產生器 1118

11 110405 sterilizers for medical instruments ○ 医療用器具の滅菌装置 10D01 ○ 醫療器械消毒器 1132

11 110405 sterilisers for medical instruments ○ 医療用器具の滅菌装置 10D01 ○ 醫療器械消毒器 1132

12 120001 forklift trucks ○ フォークリフトトラック 12A05 ○ 叉式起重車 1216

12 120002 railway couplings ○ 鉄道車両用連結器 12A04 ○ 火車車廂聯結器 1204

12 120003 couplings for land vehicles ○ 陸上の乗物用の連結器 09A03,12A04,12A05 ○ 陸上交通工具用連結掛鉤 1204、1206

12 120004 aerial conveyors ○ 架空コンベヤー 09A03 ○ 航空運輸裝置 1202

12 120005 air vehicles ○ 航空機 12A02 ○ 航空交通工具 1202

12 120006 hot air balloons ○ 熱気球 12A02 ○ 熱氣球 1202

12 120007 inner tubes for pneumatic tires ○ 空気タイヤ用チューブ 12A02,12A05,12A06 ○ 充氣輪胎內胎 1210

12 120007 inner tubes for pneumatic tyres ○ 空気タイヤ用チューブ 12A02,12A05,12A06 ○ 充氣輪胎內胎 1210

12 120008 repair outfits for inner tubes ○ チューブ修理用具 12A72 ○ 內胎修補用品套件 1210

12 120009 air pumps [vehicle accessories] ○
手動式空気注入ポンプ（乗物用付属
品）

12A05,12A06 ○ 車輛空氣幫浦 1206

12 120010 suspension shock absorbers for vehicles ○
乗物用懸架装置のショックアブソー
バー

09F03 ○ 交通工具用懸吊避震器 1205、1206

12 120011 shock absorbing springs for vehicles ○ 乗物用緩衝ばね 09F03 ○ 交通工具用避震彈簧 1206

12 120012 amphibious airplanes ○ 水陸両用飛行機 12A02 ○ 水陸兩用飛機 1202

12 120013 non-skid devices for vehicle tires ○ 滑り止めタイヤチェーン 12A05,12A06 ○ 交通工具用輪胎防滑裝置 1206

12 120013 non-skid devices for vehicle tyres ○ 滑り止めタイヤチェーン 12A05,12A06 ○ 交通工具輪胎防滑裝置 1206

12 120014 anti-skid chains ○ すべり止めタイヤチェーン 12A05,12A06 ○ 防滑鏈 1206

12 120015 head-rests for vehicle seats ○ 乗物の座席用ヘッドレスト
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A73
○ 車輛座位用頭靠 1206

12 120016 sprinkling trucks ○ 散水用トラック 12A05 ○ 灑水車 1206

12 120017 trailer hitches for vehicles ○ 乗物用のトレーラー連結装置 12A05 ○ 拖車連結裝置 1206

12 120018 motor buses ○ バス 12A05 ○ 巴士 1206

12 120019 motor coaches ○ バス 12A05 ○ 長途巴士 1206

12 120021 boats ○ ボート 12A01 ○ 船 1201

12 120022 lorries ○ 貨物自動車 12A05 ○ 卡車 1206

12 120022 trucks ○ トラック 12A05 ○ 卡車 1206

12 120025 automobile chassis ○ 自動車用シャシー 12A05 ○ 汽車底盤 1206

12 120026 reversing alarms for vehicles ○ 乗物用後進警報器 12A05 ○ 倒車警示器 1206

12 120027 aeroplanes ○ 飛行機 12A02 ○ 飛機 1202

12 120028 ferry boats ○ フェリーボート 12A01 ○ 渡船 1201

12 120029 luggage carriers for vehicles ○
自動車・二輪自動車・自転車用荷物
台

12A05,12A06 ○ 交通工具用行李架 1206

12 120030 airships ○ 飛行船 12A02 ○ 飛行船 1202

12 120030 dirigible balloons ○ 飛行船 12A02 ○ 飛行船 1202

12 120031 tires for vehicle wheels ○
航空機・自動車・二輪自動車・自転
車用タイヤ

12A02,12A05,12A06 ○ 車輛輪胎 1210

12 120031 tyres for vehicle wheels ○
航空機・自動車・二輪自動車・自転
車用タイヤ

12A02,12A05,12A06 ○ 車輛輪胎 1210

12 120032 valves for vehicle tires ○
航空機・自動車・二輪自動車・自転
車用タイヤ空気弁

12A02,12A05,12A06 ○ 交通工具用輪胎氣閥 1210

12 120032 valves for vehicle tyres ○
航空機・自動車・二輪自動車・自転
車用タイヤ空気弁

12A02,12A05,12A06 ○ 交通工具用輪胎氣閥 1210

12 120033 flanges for railway wheel tyres ○ 鉄道車両用車輪のフランジ 12A04 ○ 鐵路車輛車輪緣 1204

12 120033 flanges for railway wheel tires ○ 鉄道車両用車輪のフランジ 12A04 ○ 鐵路車輛車輪緣 1204

12 120034 torsion bars for vehicles ○ 乗物用トーションバー 09F03 ○ 車輛用扭力桿 1206

12 120035 ship hulls ○ 船体 12A01 ○ 船體 1201

12 120036 boat hooks ○ ボートフック 12A01 ○ 船鉤 1201

12 120037 steering gears for ships ○ 船舶用かじ取り装置 12A01 ○ 船舵裝置 1201

12 120038 disengaging gear for boats ○ ボート揚卸し用装置 12A01 ○ 船舶啟航傳動裝置 1201

12 120039 inclined ways for boats ○ ボート用着水台 12A01 ○ 船舶下水台 1201

12 120040 screw-propellers for boats ○ ボート用スクリュー（推進器） 12A01 ○ 船舶螺旋槳 1201

12 120041 oars ○ オール 12A01 ○ 槳 1201

12 120042 tipping bodies for trucks ○ 貨物自動車用傾斜台 12A05 ○ 卡車傾卸車斗 1206

12 120042 tipping bodies for lorries ○ 貨物自動車用傾斜台 12A05 ○ 貨車傾卸車斗 1206

12 120043 mine cart wheels ○ 鉱石運搬車の車輪 12A71 ○ 採礦手推車的車輪 1213

12 120044 bicycles ○ 自転車 12A06 ○ 自行車 1205

12 120046 bicycle kickstands ○ 自転車用キックスタンド 12A06 ○ 自行車停車支架 1205

12 120047 bogies for railway cars ○ 鉄道車両用ボギー 12A04 ○ 鐵路車輛用轉向架 1204

12 120048 davits for boats ○ ボート用ダビット 12A01 ○ 船用吊艇架 1201

12 120049 mudguards ○ 泥よけ 12A05,12A06 ○ 擋泥板 1206

12 120050 luggage trucks ○ 貨物自動車 12A05 ○ 行李手推車 1213

12 120050 sack-barrows ○ 手押車 12A71 ○ 兩輪手推車 1213

12 120050 two-wheeled trolleys ○ 二輪運搬車 12A71 ○ 兩輪手推車 1213

12 120051 cars for cable transport installations ○ ケーブルカー 12A04 ○ 電纜車車廂 1212

12 120052 caissons [vehicles] ○ ケーソン（運搬車） 12A05 ○ 彈藥車（交通工具） 1206

12 120053 vehicle wheels ○
航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自
動車・自転車用車輪

12A02,12A04,12A05,

12A06
○ 車輪 1206

12 120054 hoods for vehicle engines ○ 乗物のエンジン用フード
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 汽車引擎蓋 1206

12 120054 bonnets for vehicle engines ○ 乗物のエンジン用ボンネット
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 汽車引擎蓋 1206

12 120055 hoods [folding roofs] for vehicles ○ 乗物用の折りたたみ式屋根
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 車頂篷（折疊式車頂） 1206

12 120055 tops [folding roofs] for vehicles ○ 乗物用の折りたたみ式屋根
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 車頂篷（折疊式車頂） 1206

12 120056 caravans X ［キャンピングトレーラー］ ― ○ 活動房車 1206

12 120057 trailers [vehicles] ○ トレーラー（乗物） 12A05 ○ 拖車 1206

12 120058
crankcases for land vehicle components, other

than for engines
X

［陸上の乗物用のクランクケース
（エンジン用のものを除く。）］

― ○ 陸上交通工具用曲軸箱 1206

12 120059 safety belts for vehicle seats ○ 航空機・自動車用シートベルト 12A02,12A05 ○ 交通工具用座椅安全帶 1206

12 120060 hubs for vehicle wheels ○
航空機・自動車・二輪自動車・自転
車の車輪用ハブ

12A02,12A05,12A06 ○ 輪轂 1206

12 120060 vehicle wheel hubs ○
航空機・自動車・二輪自動車・自転
車の車輪用ハブ

12A02,12A05,12A06 ○ 輪轂 1206

12 120061 bicycle chains ○ 自転車用チェーン 12A06 ○ 自行車鏈條 1205

12 120062 wheelchairs ○ 車椅子 10D02 ○ 輪椅 1213

12 120063 barges ○ はしけ 12A01 ○ 駁船 1201

12 120064 launches ○ 大型ボート 12A01 ○ 汽艇 1201

12 120065 handling carts ○ 貨物取扱い用カート 12A71 ○ 搬運用手推車 1213

12 120066 hose carts ○ ホース運搬車 12A71 ○ 攜帶軟管專用手推車 1213

12 120067 casting carriages ○ 鋳造用とりべ運搬用台車 12A71 ○ 澆鑄車 1206

12 120067 casting cars ○ 鋳造用とりべ車 12A71 ○ 澆鑄車 1206

12 120067 ladle carriages ○ 鋳造用とりべ運搬用台車 12A71 ○ 澆鑄車 1206

12 120067 ladle cars ○ 鋳造用とりべ車 12A71 ○ 澆鑄車 1206

12 120068 golf cars [vehicles] ○ ゴルフカート（乗り物） 12A05 ○ 高爾夫球車（車輛） 1206

12 120068 golf carts [vehicles] ○ ゴルフカート（乗り物） 12A05 ○ 高爾夫球車（車輛） 1206



12 120069 vehicle chassis ○ 自動車用・航空機用シャシー 12A02,12A05 ○ 車輛底盤 1206

12 120070 rudders ○ かじ 12A01 ○ 船舵 1201

12 120071 rolling stock for funicular railways ○ ケーブルカー用車両 12A04 ○ 纜索鐵道車輛 1204

12 120072 rolling stock for railways ○ 鉄道用車両 12A04 ○ 鐵路用車輛 1204

12 120073 funnels for ships ○ 船舶用煙突 12A01 ○ 船舶用煙囪 1201

12 120074 treads for vehicles [roller belts] ○ 乗物用無限軌道 09A03,12A05 ○ 交通工具用胎面（輸送帶式） 1210

12 120074 treads for vehicles [tractor type] ○ 無限軌道（トラクタータイプ） 09A03,12A05 ○ 交通工具用胎面（牽引車式） 1210

12 120075 tractors ○ トラクター 12A05 ○ 牽引車 1206

12 120076 mine cars ○ 鉱石運搬車 12A04 ○ 礦車 1213

12 120077 vehicle bumpers ○ 自動車用バンパー 12A05 ○ 保險桿 1206

12 120078 buffers for railway rolling stock ○ 鉄道車両用緩衝器 09F03 ○ 鐵路車輛緩衝器 1204

12 120079 hydraulic circuits for vehicles ○ 乗物用油圧回路 09F02 ○ 交通工具用液壓迴路 1206

12 120080 bicycle handlebars ○ 自転車用ハンドル 12A06 ○ 自行車手把 1205

12 120081 sleeping berths for vehicles ○
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用
寝台

12A01,12A02,12A04,

12A05
○ 交通工具用臥舖 1204、1206

12 120082 timbers [frames] for ships ○ 船体用肋材 12A01 ○ 船舶用支材 1201

12 120084 bicycle tires ○ 自転車用タイヤ 12A06 ○ 自行車輪胎 1210

12 120084 bicycle tyres ○ 自転車用タイヤ 12A06 ○ 自行車輪胎 1210

12 120085 gears for bicycles ○ 自転車用ギヤ 09F02 ○ 自行車用齒輪 1205

12 120086 bicycle brakes ○ 自転車用ブレーキ 09F04 ○ 自行車剎車 1205

12 120087 bicycle mudguards ○ 自転車用泥よけ 12A06 ○ 自行車擋泥板 1205

12 120088 bicycle wheel rims ○ 自転車用リム 12A06 ○ 自行車輪圈 1205

12 120088 rims for bicycle wheels ○ 自転車ホイール用リム 12A06 ○ 自行車輪圈 1205

12 120089 bicycle cranks ○ 自転車用クランク 12A06 ○ 自行車曲軸 1205

12 120090 bicycle motors ○ 自転車用原動機 09B01 ○ 自行車馬達 1205

12 120091 bicycle wheel hubs ○ 自転車用ハブ 12A06 ○ 自行車輪轂 1205

12 120091 hubs for bicycle wheels ○ 自転車用ハブ 12A06 ○ 自行車輪轂 1205

12 120092 bicycle pedals ○ 自転車用ペダル 12A06 ○ 自行車踏板 1205

12 120093 pumps for bicycle tires ○ 自転車のタイヤ用空気ポンプ 12A06 ○ 自行車打氣邦浦 1205

12 120093 pumps for bicycle tyres ○ 自転車のタイヤ用空気ポンプ 12A06 ○ 自行車打氣邦浦 1205

12 120094 bicycle wheel spokes ○ 自転車の車輪用スポーク 12A06 ○ 自行車輻條 1205

12 120094 spokes for bicycle wheels ○ 自転車の車輪用スポーク 12A06 ○ 自行車輻條 1205

12 120095 bicycle wheels ○ 自転車用車輪 12A06 ○ 自行車輪 1205

12 120096 bicycle saddles ○ 自転車用サドル 12A06 ○ 自行車坐墊 1205

12 120097 motorcycle kickstands ○ オートバイ用キックスタンド 12A06 ○ 摩托車停車支架 1206

12 120103 gearing for land vehicles ○ 陸上の乗物用の動力伝導装置 09F02 ○ 陸上交通工具用傳動裝置 1206

12 120105 dredgers [boats] ○ しゅんせつ船 12A01 ○ 疏浚船（船） 1201

12 120106 handcars ○ ハンドカー（鉄道車両） 12A04 ○ 手搖軌道車 1204

12 120109 motors, electric, for land vehicles ○ 陸上の乗物用の電動機 11A01 ○ 陸上交通工具用電動馬達 1206

12 120110 electric vehicles ○ 電動式乗物 12A04,12A05,12A06 ○ 電動車 1206

12 120111 clutches for land vehicles ○
陸上の乗物用のクラッチペダル・ク
ラッチレバー及びクラッチ機構

09F02,12A05,12A06 ○ 離合器 1206

12 120112 safety seats for children, for vehicles ○ チャイルドシート 12A05 ○ 汽車用兒童安全座椅 1206

12 120113 parachutes ○ 落下傘 09G01 ○ 降落傘 1209

12 120114 casings for pneumatic tires ○ 空気タイヤの外殻 12A02,12A05,12A06 ○ 充氣輪胎的外胎 1210

12 120114 casings for pneumatic tyres ○ 空気タイヤの外殻 12A02,12A05,12A06 ○ 充氣輪胎的外胎 1210

12 120116 balance weights for vehicle wheels ○ 乗物用車輪のバランスおもり 12A05 ○ 車輪用平衡塊 1206

12 120117 space vehicles ○ 宇宙船 12A02,12A03 ○ 太空船 1203

12 120118 spars for ships ○ 船舶用円材 12A01 ○ 桅桿 1201

12 120119 axles for vehicles ○ 乗物用車軸 09F01 ○ 交通工具用輪軸 1206

12 120120 axle journals ○ 車軸ジャーナル 09F01 ○ 車軸頸 1206

12 120121 windscreen wipers ○ 風防ガラス用ワイパー 12A05 ○ 擋風玻璃用雨刷 1206

12 120121 windshield wipers ○ 風防ガラス用ワイパー 12A05 ○ 擋風玻璃用雨刷 1206

12 120122 dress guards for bicycles ○ 自転車用ドレスガード 12A06 ○ 自行車用護衣裝置 1205

12 120123 luggage nets for vehicles ○ 乗物用網棚 12A01,12A04,12A05 ○ 車輛用置物網 1206

12 120124 hub caps ○ ハブキャップ 12A05,12A06 ○ 輪轂蓋 1206

12 120125 vans [vehicles] ○ 自動車（バンタイプ） 12A05 ○ 貨車 1206

12 120126 brakes for vehicles ○ 陸上の乗物用ブレーキ 09F04 ○ 交通工具用剎車 1206

12 120127 bands for wheel hubs ○ 車輪軸部用バンド 12A05,12A06 ○ 輪轂用傳動帶 1211

12 120128 refrigerated vehicles ○ 冷凍・冷蔵車 12A05 ○ 冷凍車 1206

12 120129 refrigerated railway wagons ○ 冷凍・冷蔵貨車 12A04 ○ 鐵路冷凍貨車廂 1204

12 120130 engines for land vehicles ○ 陸上の乗物用のエンジン 09B01 ○ 陸上交通工具用引擎 1206

12 120130 motors for land vehicles ○ 陸上の乗物用の原動機 09B01 ○ 車輛馬達 1206

12 120131 sculls ○ スカル 12A01 ○ 尾槳 1201

12 120131 stern oars ○ 船尾用オール 12A01 ○ 尾槳 1201

12 120132 seat covers for vehicles ○ 乗物用シートカバー
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 交通工具用椅套 1208

12 120133 portholes ○ 舷窓 12A01 ○ 舷窗 1201

12 120134 seaplanes ○ 水上飛行機 12A02 ○ 水上飛機 1202

12 120135 hydroplanes ○ 水上滑走艇、水上飛行機 12A01,12A02 ○ 水上飛機 1202

12 120136 sleeping cars ○ 寝台車 12A04 ○ 臥舖車廂 1204

12 120138 locomotives ○ 機関車 12A04 ○ 火車頭 1204

12 120139 driving motors for land vehicles ○ 陸上の乗物用の駆動原動機 09B01 ○ 車輛馬達 1206

12 120140 railway carriages ○ 鉄道用客車 12A04 ○ 鐵路客車廂 1204

12 120141 vehicle running boards ○
鉄道車輌・自動車用の乗降用ステッ
プ

12A04,12A05 ○ 汽車兩側腳踏板 1206

12 120142 transmission mechanisms for land vehicles ○ 陸上の乗物用の伝導装置 09F02 ○ 陸上交通工具用傳動機械 1206

12 120143 propulsion mechanisms for land vehicles ○ 自動車・二輪自動車用推進装置 09B01 ○ 陸上交通工具用推進裝置 1206

12 120144 military vehicles for transport ○
軍事輸送用船舶・航空機・鉄道車
輌・自動車

12A01,12A02,12A04,

12A05
○ 運輸用軍車 1206

12 120145 jet engines for land vehicles ○ 陸上の乗物用のジェットエンジン 09B01 ○ 陸上交通工具用噴射引擎 1206

12 120147 motorcycles ○ オートバイ 12A06 ○ 機車 1206

12 120148 freewheels for land vehicles ○ 陸上の乗物用のフリーホイール 12A05,12A06 ○ 陸上交通工具用飛輪 1206

12 120149 water vehicles ○ 船舶 12A01,12A73 ○ 水上交通工具 1201

12 120150 ships ○ 船舶 12A01,12A73 ○ 船舶 1201

12 120151 screws [propellers] for ships ○ 船舶用スクリュー（推進器） 12A01 ○ 船舶用螺旋槳（推進器） 1201

12 120153 paddles for canoes ○ カヌー用パドル 12A01 ○ 獨木舟用槳 1201

12 120154 windscreens ○ 風防ガラス 12A05 ○ 擋風玻璃 1206

12 120154 windshields ○ 風防ガラス 12A05 ○ 擋風玻璃 1206

12 120155 studs for tyres ○ タイヤ用スタッド 12A05,12A06 ○ 輪胎防滑釘 1210

12 120155 studs for tires ○ タイヤ用スタッド 12A05,12A06 ○ 輪胎防滑釘 1210

12 120155 spikes for tires ○ タイヤ用スパイク 12A05,12A06 ○ 輪胎防滑釘 1210

12 120155 spikes for tyres ○ タイヤ用スパイク 12A05,12A06 ○ 輪胎防滑釘 1210

12 120156 treads for retreading tires ○ タイヤ再生用トレッド 12A02,12A05,12A06 ○ 翻新輪胎用胎面 1210

12 120156 treads for retreading tyres ○ タイヤ再生用トレッド 12A02,12A05,12A06 ○ 翻新輪胎用胎面 1210

12 120157 pneumatic tires ○ 空気タイヤ 12A02,12A05,12A06 ○ 充氣輪胎 1210

12 120157 pneumatic tyres ○ 空気タイヤ 12A02,12A05,12A06 ○ 充氣輪胎 1210

12 120159 pontoons ○ ポンツーン 12A01 ○ 浮箱 1201

12 120160 doors for vehicles ○
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用
扉

12A01,12A02,12A04,

12A05,12A73
○ 車門 1206

12 120161 ski carriers for cars ○ 車用スキーキャリヤー 12A05 ○ 車用滑雪板架 1206

12 120162 carrier tricycles ○ 運搬用三輪車 12A05,12A06,12A71 ○ 搬運用三輪車 1205

12 120162 delivery tricycles ○ 配達用三輪車 12A05,12A06,12A71 ○ 搬運用三輪車 1205

12 120163 pushchairs ○ 折畳み式乳母車 12A75 ○ 折疊式嬰兒車 1218

12 120163 strollers ○ 折畳み式乳母車 12A75 ○ 折疊式嬰兒車 1218

12 120164 pushchair covers ○ 折畳み式乳母車用のほろ 12A75 ○ 折疊式嬰兒車用篷套 1218

12 120164 stroller covers ○ 折畳み式乳母車用ほろ 12A75 ○ 折疊式嬰兒車用篷套 1218

12 120165 pushchair hoods ○ 折畳み式乳母車用のほろ 12A75 ○ 折疊式嬰兒車車篷 1218

12 120165 stroller hoods ○ 折畳み式乳母車用ほろ 12A75 ○ 嬰兒車用車篷 1218

12 120166 screw-propellers ○ スクリュー（推進器） 12A01 ○ 螺旋槳（推進器） 1202



12 120168 vehicle wheel spokes ○
自動車・二輪自動車・自転車用ス
ポーク

12A05,12A06 ○ 車輪輻 1206

12 120169 spoke clips for wheels ○ 車輪用スポーク止め 12A05,12A06 ○ 車輪用輪輻夾 1206

12 120170 ski lifts ○ スキーリフト 12A04 ○ 滑雪升降纜車 1212

12 120171 vehicle suspension springs ○ 乗物用懸架ばね 09F03 ○ 交通工具用懸吊彈簧 1206

12 120172 dining carriages ○ 食堂車 12A04 ○ 鐵路餐車 1204

12 120172 dining cars ○ 食堂車（鉄道車両） 12A04 ○ 鐵路餐車 1204

12 120173 rearview mirrors ○ バックミラー 12A05,12A06 ○ 後視鏡 1206

12 120174 rims for vehicle wheels ○
航空機・自動車・二輪自動車・自転
車用リム

12A02,12A05,12A06 ○ 車輪圈 1206

12 120174 vehicle wheel rims ○
航空機・自動車・二輪自動車・自転
車用リム

12A02,12A05,12A06 ○ 車輪圈 1206

12 120175 motorcycle saddles ○ オートバイ用サドル 12A06 ○ 摩托車坐墊 1206

12 120176 side cars ○ サイドカー 12A06 X 邊車 ―

12 120177 vehicle seats ○
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・
二輪自動車用座席

12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 汽車座椅 1206

12 120178 sports cars ○ スポーツカー 12A05 ○ 跑車 1206

12 120179 cleats [nautical] ○ クリート（船舶用のもの） 12A01 ○ 船舶繫繩栓 1201

12 120180 chairlifts ○ チェアリフト 12A04 ○ 升降纜椅 1212

12 120182 oarlocks ○ オール受け 12A01 ○ 船槳架 1201

12 120182 rowlocks ○ オール受け 12A01 ○ 船槳架 1201

12 120183 tilting-carts ○ 手押し車（可傾式） 09A03,12A71 ○ 翻斗手推車 1213

12 120184 aircraft ○ 航空機 12A02 ○ 飛艇 1202

12 120185 undercarriages for vehicles ○ 鉄道車輌・自動車用車台 12A04,12A05 ○ 交通工具用底盤 1206

12 120186 sleighs [vehicles] ○ そり（乗物） 12A71 ○ 雪撬車 1214

12 120187 tramcars ○ 路面電車 12A04 ○ 有軌電車 1204

12 120188 cable transport apparatus and installations ○ ケーブル輸送装置 12A04 ○ 纜車輸送設備及裝置 1212

12 120189 funiculars ○ ケーブルカー 12A04 ○ 電纜車（架空纜車） 1212

12 120190 cable cars ○ ケーブル索道の乗物 12A04 ○ 鋼索纜車 1212

12 120190 telpher railways [cable cars] ○
テルファー鉄道（ケーブル索道の乗
物）

12A04 ○ 鋼索纜車 1212

12 120191 tricycles ○ 三輪車 12A05,12A06,12A71 ○ 三輪車 1205

12 120192 turbines for land vehicles ○ 陸上の乗物用のタービン 09B01 ○ 陸上交通工具用渦輪機 1206

12 120193
vehicles for locomotion by land, air, water or

rail
○

船舶、航空機、鉄道車輌、自動車、
二輪自動車、自転車

12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
X 陸上、空中、水上或鐵路交通工具 ―

12 120194
adhesive rubber patches for repairing inner

tubes
○ チューブ修理用粘着性ゴムパッチ 12A72 ○ 修補內胎用膠片 1210

12 120195 upholstery for vehicles ○ 乗物用座席
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 交通工具用裝潢座椅 1206

12 120196 mopeds ○ モペット 12A06 ○ 輕型機車 1206

12 120198 windows for vehicles ○
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用
窓

12A01,12A02,12A04,

12A05,12A73
○ 車窗 1206

12 120199 automobiles ○ 自動車 12A05 ○ 汽車 1206

12 120199 cars ○ 自動車 12A05 ○ 汽車 1206

12 120199 motor cars ○ 自動車 12A05 ○ 汽車 1206

12 120200 anti-theft devices for vehicles ○ 乗物用盗難防止装置 09G04 ○ 車輛用防盜裝置 1215

12 120201 tipping apparatus [parts of railway wagons] ○ 貨車用傾斜装置（貨車の部品） 12A04 ○ 傾卸裝置（鐵路貨車廂零件） 1206

12 120202 yachts ○ ヨット 12A01 ○ 遊艇 1201

12 120203 aeronautical apparatus, machines and appliances ○ 航空用機械器具 12A02 X 航空設備、機械及器具 ―

12 120204 anti-dazzle devices for vehicles* ○ 乗物用防眩装置
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A73
○ 交通工具用防眩裝置* 1206

12 120204 anti-glare devices for vehicles* ○ 乗物用防眩装置
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A73
○ 交通工具用防眩裝置* 1206

12 120206 automobile tires ○ 自動車用タイヤ 12A05 ○ 汽車輪胎 1210

12 120206 automobile tyres ○ 自動車用タイヤ 12A05 ○ 汽車輪胎 1210

12 120207 automobile bodies ○ 自動車用車体 12A05 ○ 汽車車體 1206

12 120209 bumpers for automobiles ○ 自動車用バンパー 12A05 ○ 汽車保險桿 1206

12 120210 shock absorbers for automobiles ○ 自動車用ショックアブソーバー 09F03 ○ 汽車避震器 1206

12 120211 anti-theft alarms for vehicles ○ 乗物用盗難防止警報器 09G04 ○ 車輛用防盜警報器 1215

12 120212 horns for vehicles ○
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・
二輪自動車・自転車用警音器

12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 車輛喇叭 1206

12 120213 concrete mixing vehicles ○ コンクリートミキサー車 12A05 ○ 混凝土攪拌車 1206

12 120214 inner tubes for bicycle tires ○ 自転車用タイヤチューブ 12A06 ○ 自行車內胎 1210

12 120214 inner tubes for bicycle tyres ○ 自転車用タイヤ用チューブ 12A06 ○ 自行車內胎 1210

12 120215 brake linings for vehicles ○ 陸上の乗物用のブレーキライニング 09F04 ○ 剎車來令 1206

12 120216 brake shoes for vehicles ○ 乗物用のブレーキシュー 09F04 ○ 刹車蹄片 1206

12 120217 gear boxes for land vehicles ○ 陸上の乗物用のギヤボックス 09F02 ○ 陸上交通工具用齒輪箱 1206

12 120218 wheelbarrows ○ 手押車 12A71 ○ 獨輪手推車 1213

12 120219 carts* ○ 荷車 12A71 ○ 運貨推車* 1213

12 120221 bicycle frames ○ 自転車用フレーム 12A06 ○ 自行車車架 1205

12 120222 bodies for vehicles ○
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・
二輪自動車・自転車用のボディ

12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 車體 1206

12 120223 ejector seats for aircraft ○ 射出座席（航空機用のもの） 12A02 ○ 飛機用彈射座椅 1202

12 120224 vehicle covers [shaped] ○
乗り物用カバー（型に合わせたも
の）

12A05,12A06 ○ 汽車篷套 1208

12 120225 drive chains for land vehicles ○ 陸上の乗物用の駆動チェーン 09F02 ○ 車輛驅動鏈條 1206

12 120226 transmission chains for land vehicles ○ 陸上の乗物用の伝導チェーン 09F02 ○ 陸上交通工具用傳動鏈條 1206

12 120227 torque converters for land vehicles ○ 陸上の乗物用のトルクコンバーター 09F02 ○ 陸上交通工具用扭矩變換器 1206

12 120228 signal arms for vehicles ○
自動車・二輪自動車・自転車用方向
指示器

12A05,12A06 ○ 車輛信號指示器 1206

12 120229 funnels for locomotives ○ 煙突（機関車用） 12A04 ○ 火車用煙囪 1204

12 120230 steering wheels for vehicles ○ 自動車用ステアリングホイール 12A05 ○ 方向盤 1206

12 120232 saddle covers for bicycles ○ 自転車用サドルカバー 12A06 ○ 自行車坐墊套 1205

12 120233 ambulances ○ 救急車 12A05 ○ 救護車 1206

12 120234 tubeless tires for bicycles ○ 自転車用チューブレスタイヤ 12A06 ○ 自行車用無內胎式輪胎 1210

12 120234 tubeless tyres for bicycles ○ 自転車用チューブレスタイヤ 12A06 ○ 自行車用無內胎式輪胎 1210

12 120235 reduction gears for land vehicles ○ 陸上の乗物用の減速歯車 09F02 ○ 減速齒輪 1206

12 120236 brake segments for vehicles ○ 乗物用のブレーキセグメント 09F04 ○ 交通工具剎車環 1206

12 120237 air cushion vehicles ○ エアクッション艇 12A73 ○ 氣墊交通工具 1204、1206

12 120241 caps for vehicle fuel tanks ○ 乗物用燃料タンクキャップ
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 交通工具用油箱蓋 1206

12 120242
connecting rods for land vehicles, other than

parts of motors and engines
○

陸上の乗物用の連接棒（原動機の部
品を除く。）

09F02 ○
陸上交通工具用非引擎和馬達之連
桿

1206

12 120243 elevating tailgates [parts of land vehicles] ○
昇降式テールゲート（陸上の乗物用
の部品）

12A05 ○
升降式後擋板（陸上交通工具零
件）

1206

12 120243 power tailgates [parts of land vehicles] ○
動力式テールゲート（陸上の乗物用
の部品）

12A05 ○
動力式後擋板（陸上交通工具零
件）

1206

12 120243 tailboard lifts [parts of land vehicles] ○
昇降式テールゲート（陸上の乗物用
の部品）

12A05 ○
升降式後擋板（陸上交通工具零
件）

1206

12 120244 security harness for vehicle seats ○ 乗物用座席の安全帯
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A73
○ 交通工具用座椅安全帶 1206

12 120245 sun-blinds adapted for automobiles ○ 自動車用ブラインド 12A05 ○ 汽車遮陽裝置 1206

12 120246 transmission shafts for land vehicles ○
陸上の乗物用トランスミッションの
シャフト

09F02 ○ 傳動軸 1206

12 120247 air bags [safety devices for automobiles] ○ エアバッグ（自動車用安全装置） 12A05 ○ 汽車安全氣囊 1206

12 120248 baskets adapted for bicycles ○ 自転車用かご 12A06 ○ 自行車用籃 1205

12 120249 camping cars ○ キャンピングカー 12A05 ○ 露營車 1206

12 120249 motor homes ○ キャンピングカー用トレーラー 12A05 ○ 旅宿車 1206

12 120250 casters for carts [vehicles] ○ 人力駆動式の車用キャスター 12A71 ○ 手推車腳輪（交通工具） 1213

12 120250 casters for trolleys [vehicles] ○ 人力駆動式の車用キャスター 12A71 ○ 手推車腳輪（交通工具） 1213

12 120251 cleaning trolleys ○ 清掃車 12A05 ○ 清潔用具手推車 1213

12 120252 fenders for ships ○ 船舶用防舷具 12A01 ○ 船舶用護舷 1201



12 120253 kick sledges ○ 人力そり 12A71 ○ 雪撬車 1214

12 120254 panniers adapted for bicycles ○ 自転車用パニヤ 12A06 ○ 自行車專用掛袋 1205

12 120255 shopping carts ○ ショッピングカート 12A71 ○ 購物車 1213

12 120255 shopping trolleys ○ ショッピングカート 12A71 ○ 購物用手推車 1213

12 120256 snowmobiles ○ 雪上車 12A05 ○ 雪車 1214

12 120257 remote control vehicles, other than toys ○
遠隔操作式乗物（おもちゃを除
く。）

12A01,12A02,12A04,

12A05,12A71
○ 非玩具用遙控交通工具 1202、1206

12 120258 push scooters [vehicles] ○ キックスケーター（乗物） 12A06 ○ 踏板車（交通工具） 1205

12 120259 masts for boats ○ ボート用マスト 12A01 ○ 船用桅桿 1201

12 120260 covers for vehicle steering wheels ○ 自動車用のハンドルカバー 12A05 ○ 方向盤罩 1208

12 120261 spoilers for vehicles ○ 乗物用スポイラー
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 交通工具用擾流板 1206

12 120262 headlight wipers ○ ヘッドライト用ワイパー 12A05 ○ 車前大燈雨刷 1206

12 120263 brake pads for automobiles ○ 自動車用ブレーキパッド 09F04 ○ 汽車剎車片 1206

12 120264 spare tire covers ○ スペアタイヤ用カバー 12A05 ○ 備胎護罩 1206

12 120264 spare tyre covers ○ スペアタイヤ用カバー 12A05 ○ 備胎護罩 1206

12 120264 spare wheel covers ○ スペアタイヤ用カバー 12A05 ○ 備胎護罩 1206

12 120265 tilt trucks ○ 可傾式荷車 12A71 ○ 傾斜式卡車 1206

12 120266 cigar lighters for automobiles ○ 自動車用シガーライター 12A05 ○ 汽車點煙器 1206

12 120267 brake discs for vehicles ○ 乗物用のブレーキディスク 09F04 ○ 車輛剎車盤 1206

12 120268 saddlebags adapted for bicycles ○ 自転車専用サドルバッグ 12A06 ○ 自行車用馬鞍袋 1205

12 120269 bicycle bells ○ 自転車用ベル 12A06 ○ 自行車鈴 1205

12 120271 armored vehicles ○ 装甲車 12A05 ○ 裝甲車 1206

12 120271 armoured vehicles ○ 装甲車 12A05 ○ 裝甲車 1206

12 120272 engine mounts for land vehicles ○ 陸上の乗物用エンジンマウント 09B01 ○ 陸地車輛用發動機支架 1206

12 120273 military drones ○ 軍事用ドローン 12A02 ○ 軍事無人機 1202

12 120274 canoes ○ カヌー 12A01 ○ 獨木舟 1201

12 120275 civilian drones ○ 民間用ドローン 12A02 ○ 民用無人機 1202

12 120276 side view mirrors for vehicles ○ 乗物用サイドミラー 12A04,12A05,12A06 ○ 車輛側後視鏡 1206

12 120277 fitted pushchair mosquito nets ○ 折畳み式乳母車用蚊帳 12A75 ○ 折疊式嬰兒車用蚊帳 1218

12 120277 fitted stroller mosquito nets ○ 折畳み式乳母車用蚊帳 12A75 ○ 折疊式嬰兒車用蚊帳 1218

12 120278 vehicle joysticks ○ 乗物用ジョイスティック
10D02,12A01,12A02,

12A04,12A05,12A06,

12A73

○ 車輛操縱桿 1206

12 120279 self-driving cars ○ 自走式自動車 12A05 ○ 自動駕駛汽車 1206

12 120279 driverless cars [autonomous cars] ○ 自律走行式自動車 12A05 ○ 無人駕駛汽車（自動駕駛汽車） 1206

12 120280 motor scooters ○ 原動機付きのスクーター 12A06 ○ 小型摩托車 1206

12 120281 mobility scooters ○ モビリティスクーター 10D02,12A06 ○ 代步車 1206

12 120282 ashtrays for automobiles ○ 自動車用灰皿 27B01 ○ 汽車用煙灰缸 1206

12 120283 motorcycle chains ○ オートバイ用チェーン 09F02 ○ 摩托車鏈條 1206

12 120284 motorcycle frames ○ オートバイ用フレーム 12A06 ○ 摩托車車架 1206

12 120285 motorcycle handlebars ○ オートバイ用ハンドル 12A06 ○ 摩托車手把 1206

12 120286 motorcycle engines ○ オートバイ用エンジン 09B01 ○ 摩托車引擎 1206

12 120287 panniers adapted for motorcycles ○ オートバイ用パニヤ 12A06 ○ 摩托車用掛袋 1206

12 120288 solid tires for vehicle wheels ○
航空機・自動車・二輪自動車・自転
車用ソリッドタイヤ

12A02,12A05,12A06 ○ 車輛用實心輪胎 1210

12 120288 solid tyres for vehicle wheels ○
航空機・自動車・二輪自動車・自転
車用ソリッドタイヤ

12A02,12A05,12A06 ○ 車輛用實心輪胎 1210

12 120289 baby carriages ○ 乳母車 12A75 ○ 嬰兒車 1218

12 120289 prams ○ 乳母車 12A75 ○ 嬰兒車 1218

12 120290 fitted footmuffs for baby carriages ○ 乳母車専用の足部保温用マフ 12A75 ○ 嬰兒車用暖腳套 1218

12 120290 fitted footmuffs for prams ○ 乳母車専用の足部保温用マフ 12A75 ○ 嬰兒車用暖腳套 1218

12 120291 fitted footmuffs for pushchairs ○
折畳み式乳母車専用の足部保温用マ
フ

12A75 ○ 摺疊式嬰兒車用暖腳套 1218

12 120291 fitted footmuffs for strollers ○
折畳み式乳母車専用の足部保温用マ
フ

12A75 ○ 摺疊式嬰兒車用暖腳套 1218

12 120292 tire mousse inserts ○ タイヤ用ムース 12A05,12A06 ○ 泡沫填充輪胎 1210

12 120292 tyre mousse inserts ○ タイヤ用ムース 12A05,12A06 ○ 泡沫填充輪胎 1210

12 120293 bags adapted for pushchairs ○ 折畳み式乳母車専用バッグ 12A75 ○ 嬰兒車用置物袋 1218

12 120293 bags adapted for strollers ○ 折畳み式乳母車専用バッグ 12A75 ○ 嬰兒車用置物袋 1218

12 120294
remotely operated vehicles for underwater

inspections
○ 水中調査用遠隔操作式乗物 12A01 ○ 水中檢查用遙控車 1217

12 120295
autonomous underwater vehicles for seabed

inspections
○ 海底調査用自律型無人潜水機 12A01 ○ 海底檢查用自動潛航器 1217

12 120296 bellows for articulated buses ○ 連結式のバス用じゃばら 12A05 ○ 鉸接式公車用摺箱 1206

12 120297 electric bicycles ○ 電動自転車 12A06 ○ 電動自行車 1205

12 120298 saddle covers for motorcycles ○ オートバイ用サドルカバー 12A06 ○ 機車坐墊套 1206

12 120299 motor racing cars ○ レーシングカー 12A05 ○ 賽車 1206

12 120300 robotic cars ○ 自律走行式自動車 12A05 ○ 自動駕駛汽車 1206

12 120301 camera drones ○ カメラを搭載したドローン 12A02 ○ 攝影空拍機 1202

12 120301 photography drones ○ 写真撮影用ドローン 12A02 ○ 攝影空拍機 1202

12 120302 fishing trolleys ○ 魚釣り具用運搬車 12A71 ○ 釣魚手推車 1213

12 120303 roll cage trolleys ○ カゴ台車 12A71 ○ 物流台車 1213

12 120304 lug nuts for vehicle wheels ○ 乗物の車輪用ラグナット 12A05,13C01 ○ 汽車輪轂用螺母 1206

12 120305
clips adapted for fastening automobile parts to

automobile bodies
○ 自動車部品留め用クリップ 12A05 ○ 汽車零件固定用夾具 1206

12 120306 rescue sleds ○ 救命そり 09G01 ○ 救援雪橇 1214

12 120307 tow trucks ○ けん引トラック 12A05 ○ 救援拖車 1206

12 120307 wreckers for transport ○ 輸送用のレッカー付き自動車 12A05 ○ 道路救援車 1206

12 120308 garbage trucks ○ ごみ収集車 12A05 ○ 垃圾車 1201

12 120308 rubbish trucks ○ ごみ収集車 12A05 ○ 垃圾車 1201

12 120309 trailers for transporting bicycles ○ 自転車輸送用トレーラー 12A05 ○ 運輸自行車用拖車 1206

12 120310 bicycle trailers ○ 自転車用トレーラー 12A06 ○ 自行車後拖車 1205

12 120311 pet strollers ○ ペット用折畳み式手押し車 12A71 ○ 寵物推車 1218

12 120312 trucks incorporating a crane ○ クレーン付きトラック 12A05 ○ 裝有起重機的卡車 1206

12 120313 delivery drones ○ 配達用ドローン 12A02 ○ 無人送貨機 1202

12 120314 helicams ○ ヘリカム 12A02 ○ 無人機 1202

12 120315 gyrocopters ○ ジャイロコプター 12A02 ○ 自轉旋翼機 1202

12 120316 helicopters ○ ヘリコプター 12A02 ○ 直升機 1202

12 120317 self-balancing scooters ○ 自動平衡機能付きスクーター 12A06 ○ 平衡車 1205

12 120318 self-balancing boards ○ 自動平衡機能付きボード 12A06 ○ 平衡車 1205

12 120319 self-balancing electric unicycles ○ 自動平衡機能付き電動式一輪車 12A06 ○ 電動單輪平衡車 1205

12 120320 vehicle bonnet pins ○ 自動車用のボンネットピン 12A05 ○ 車輛引擎蓋插銷 1206

12 120320 vehicle hood pins ○ 自動車用のボンネットピン 12A05 ○ 車輛引擎蓋插銷 1206

12 120321 tyres for snow ploughs ○ 除雪機用タイヤ 09A03,09G99 ○ 除雪機輪胎 1210

12 120321 tires for snow ploughs ○ 除雪機用タイヤ 09A03,09G99 ○ 除雪機輪胎 1210

12 120322 diving bells ○ 潜水鐘 09G51 ○ 潛水鐘 1217

12 120323 cup holders for vehicles ○ 乗物用カップホルダー
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06
○ 車用杯架 1206

12 120324 trolleys* ○ 手押し車 12A71 ○ 手推車* 1213

12 120325 horse-drawn carriages ○ 馬車 12A71 ○ 馬車 1214

12 120326 amphibious vehicles ○ 水陸両用車 12A05 ○ 水陸兩用車 1206

12 120327 all-terrain vehicles ○ オフロード車 12A05,12A06 ○ 全地形車 1206

12 120328 hydrogen-fueled cars ○ 水素自動車 12A05 ○ 氫燃料汽車 1206

12 120329 water scooters [personal watercraft] ○ 水上バイク（水上オートバイ） 12A01 ○ 水上摩托車（個人船隻） 1207

12 120330
surveillance towers specially adapted for

vehicles
○ 乗物専用の監視タワー

12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 車輛專用偵測塔 1206

12 120331 pulks for transportation ○ 輸送用パルク 12A71 ○ 運輸用船型雪橇 1214

12 120332 rescue boats ○ 救難艇 12A01 ○ 救難艇 1201

12 120333 snow-going vehicles ○ 雪上移動用乗物 12A05 ○ 雪地車 1206

12 120334 fitted dashboard covers for vehicles ○ 乗物用ダッシュボード専用カバー
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 配合汽車儀表板外型的避光墊 1206

12 120335 self-driving robots for delivery ○ 配達用自走式ロボット 09A03 ○ 送貨用自動駕駛機器人 1206

12 120336
pneumatic or hydraulic linear actuators for land

vehicles
○

陸上の乗物用の空圧式又は油圧式リ
ニアアクチュエータ

09F02 ○
陸上交通工具用氣動或液壓線性致
動器

1206

12 120337 straddle carriers ○ ストラドルキャリア 12A05 ○ 跨載機 1216

12 120338 swamp-going vehicles ○ 沼地移動車 12A05 ○ 沼澤行駛車輛 1206



12 120339 motorized skateboards ○ 電動式スケートボード 12A06,24C01 ○ 電動滑板 1205

12 120340 bearings [parts of vehicles] ○ 軸受（乗物の部品） 09F01 ○ 軸承（車輛零件） 1206

12 120341 fuel tanks for vehicles ○ 乗物用の燃料タンク
12A01,12A02,12A04,

12A05,12A06,12A73
○ 車輛油箱 1206

12 120342 autonomous land vehicles ○
自律走行式の陸上用の乗物（鉄道車
両・自動車・自動二輪車・自転車）

12A04,12A05,12A06 ○ 自動駕駛陸上交通工具 1204、1206

12 120343 battleships ○ 戦艦 12A01 ○ 戰艦 1201

12 120344 aircraft carriers ○ 航空母艦 12A01 ○ 航空母艦 1201

13 130001 acetyl-nitrocellulose ○ アセチルニトロセルロース 08B01 ○ 乙炔硝化棉 1302

13 130002 gun carriages [artillery] ○ 砲架（大砲用のもの） 08A01 ○ 砲架 1302

13 130003 explosive cartridges ○ 爆薬筒 08B01 ○ 炸藥彈藥筒 1302

13 130005 ammonium nitrate explosives ○ 硝安爆薬 08B01 ○ 硝酸銨炸藥 1302

13 130006 detonators ○ 起爆装置 08B01 ○ 引爆器 1302

13 130007 motorized weapons ○ 自動式兵器 08A01 ○ 機動武器 1302

13 130008 tear-gas weapons ○ 催涙ガス兵器 08B01 ○ 催淚瓦斯武器 1302

13 130009 firearms ○ 火器 08A01 ○ 火器 1302

13 130010 cleaning brushes for firearms ○ 火器洗浄用ブラシ 08A01 ○ 槍砲清潔刷 1302

13 130013 fireworks ○
花火（「おもちゃ」に属するものを
除く。）

08B01 ○ 煙火 1301

13 130014 artillery guns [cannons] ○ 大砲（カノン砲） 08A01 ○ 大砲（加農砲） 1302

13 130015 ballistic missiles ○ 弾道ミサイル 08B01 ○ 彈道飛彈 1302

13 130015 ballistic weapons ○ 弾道兵器 08B01 ○ 彈道飛彈 1302

13 130016 apparatus for filling cartridge belts ○ 弾薬帯充てん装置 08A01 ○ 子彈帶充填裝置 1302

13 130017 Bengal lights ○ ベンガル花火 08B01 ○ 信號彈 1302

13 130018 detonating plugs ○ 起爆プラグ 08B01 ○ 引爆栓 1302

13 130019 cartridge cases ○ 薬きょう 08B01 ○ 彈殼 1302

13 130020 cannons ○ カノン砲 08A01 ○ 加農砲 1302

13 130021 gun barrels ○ 銃身 08A01 ○ 槍管 1302

13 130021 rifle barrels ○ 小銃の銃身 08A01 ○ 步槍槍管 1302

13 130022 carbines ○ カービン銃 08A01 ○ 卡賓槍 1302

13 130022 rifles ○ 小銃 08A01 ○ 來福槍 1302

13 130023 cartridges ○ 弾薬筒 08B01 ○ 子彈 1302

13 130024 cartridge loading apparatus ○ 弾薬装てん装置 08A01 ○ 彈藥裝填裝置 1302

13 130025 cartridge pouches ○ 弾薬入れ 08B01 ○ 彈藥袋 1302

13 130026 hunting firearms ○ 猟銃 08A01 ○ 獵槍 1302

13 130026 sporting firearms ○ 運動用小火器 08A01 ○ 運動用槍 1302

13 130027 ammunition ○ 銃砲弾 08B01 ○ 彈藥 1302

13 130028 hammers for guns ○ 銃用撃鉄 08A01 ○ 槍用擊鎚 1302

13 130028 hammers for guns and rifles ○ 銃用及び小銃用の撃鉄 08A01 ○ 槍及步槍用擊鎚 1302

13 130028 hammers for rifles ○ 小銃用撃鉄 08A01 ○ 步槍用擊鎚 1302

13 130029 powder horns ○ 角製火薬筒 08B01 ○ 角製火藥筒 1302

13 130030 guncotton ○ 綿火薬 08B01 ○ 火藥棉 1302

13 130030 pyroxylin ○ ピロキシリン 08B01 ○ 硝棉 1302

13 130031 breeches of firearms ○ 火器の銃尾 08A01 ○ 槍砲後膛 1302

13 130032 dynamite ○ ダイナマイト 08B01 ○ 炸藥 1302

13 130033 gun cases ○ 銃用ケース 08A01 ○ 槍盒 1302

13 130033 rifle cases ○ 小銃用ケース 08A01 ○ 步槍槍盒 1302

13 130034 explosives ○ 火薬類 08B01 ○ 炸藥 1302

13 130035 signal rocket flares ○ 信号用ロケット照明弾 08B01 ○ 信號火箭照明彈 1302

13 130036 guns [weapons] ○ 銃（武器） 08A01 ○ 槍 1302

13 130037 gunstocks ○ 銃床 08A01 ○ 槍托 1302

13 130038 sighting mirrors for guns ○ 銃用照準鏡 08A01 ○ 槍用瞄準鏡 1302

13 130038 sighting mirrors for guns and rifles ○ 銃用及び小銃用の照準鏡 08A01 ○ 槍及步槍用瞄準鏡 1302

13 130038 sighting mirrors for rifles ○ 小銃用照準鏡 08A01 ○ 步槍用瞄準鏡 1302

13 130040 trigger guards for guns and rifles ○ 銃用及び小銃用の用心金 08A01 ○ 槍用及來福槍用扳機護圈 1302

13 130040 trigger guards for rifles ○ 小銃の用心金 08A01 ○ 來福槍用扳機護圈 1302

13 130041 lead shot for hunting ○ 狩猟用鉛弾 08B01 ○ 狩獵用鉛彈 1302

13 130042 ammunition for firearms ○ 火器用銃砲弾 08B01 ○ 火器用彈藥 1302

13 130043 rocket launchers ○ ロケット弾発射台 08B01 ○ 火箭發射器 1302

13 130044 fuses for explosives, for use in mines ○ 爆発物用導火線（鉱山用のもの） 08B01 ○ 地雷用引信 1302

13 130045 mines [explosives] ○ 地雷 08B01 ○ 地雷（炸藥） 1302

13 130046 machine guns ○ 機関銃 08A01 ○ 機關槍 1302

13 130047 mortars [firearms] ○ 迫撃砲 08A01 ○ 迫擊砲 1302

13 130048 shells [projectiles] ○ 砲弾（発射体） 08B01 ○ 砲彈 1302

13 130049 pistols [arms] ○ 拳銃（武器） 08A01 ○ 手槍 1302

13 130050 gunpowder ○ 火薬 08B01 ○ 彈藥粉 1302

13 130051 explosive powders ○ 爆薬 08B01 ○ 炸藥粉 1302

13 130052 projectiles [weapons] ○ 発射体 08B01 ○ 導彈（武器） 1302

13 130053 pyrophoric substances ○
発火性物質（但し、銃砲弾・火薬又
は爆薬に用いるものに限る。）

08B01 ○ 引火物 1302

13 130054 pyrotechnic products ○ 火工品 08B01 ○ 煙火產品 1301

13 130055 revolvers ○ 回転弾倉式拳銃 08A01 ○ 左輪手槍 1302

13 130056 trunnions for heavy weapons ○ 重兵器用砲耳 08A01 ○ 重兵器用砲耳 1302

13 130057 firing platforms ○ 砲座 08A01 ○ 砲台 1302

13 130058
sights, other than telescopic sights, for

firearms
○ 望遠照準器以外の火器用照準器 08A01 ○ 望遠瞄準器以外的火器瞄準器 1302

13 130059 air pistols [weapons] ○ 空気銃（武器） 08A01 ○ 武器型空氣槍 1302

13 130060 fuses for explosives ○ 爆発物用導火線 08B01 ○ 爆炸用引信 1302

13 130061 primings [fuses] ○ 点火薬（導火線用のもの） 08B01 ○ 引線用點火藥 1302

13 130062 detonating fuses for explosives ○ 爆発物用導爆線 08B01 ○ 爆炸物引線 1302

13 130062 firing lanyards for explosives ○ 爆発物発射用引き綱 08B01 ○ 爆炸物引線 1302

13 130063 bandoliers for weapons ○ 弾薬帯 08B01 ○ 兵器用子彈帶 1302

13 130063 shoulder straps for weapons ○ 銃砲用肩ひも 08A01 ○ 兵器用肩帶 1302

13 130064 fog signals, explosive ○ 爆発性霧中信号 08B01,09G06 ○ 爆炸性煙霧信號彈 1302

13 130065
sights, other than telescopic sights, for

artillery
○ 望遠照準器以外の大砲用照準器 08A01 ○ 火砲用瞄準鏡以外的瞄準器 1302

13 130066 detonating caps, other than toys ○ おもちゃ以外の雷管 08B01 ○ 非玩具用雷管 1302

13 130066 percussion caps, other than toys ○ おもちゃ以外の撃発雷管 08B01 ○ 非玩具用雷管 1302

13 130068 rockets [projectiles] ○ ロケット弾（発射体） 08B01 ○ 火箭 1302

13 130069 harpoon guns ○ もり打ち銃 08A01,24C04 ○ 魚叉槍 1302

13 130070 noise-suppressors for guns ○ 銃用消音器 08A01 ○ 槍用消音器 1302

13 130071 tanks [weapons] ○ 戦車 12A05 ○ 戰車 1302

13 130072 firecrackers ○ 爆竹（かんしゃく玉） 08B01 ○ 鞭炮 1301

13 130073 sprays for personal defence purposes ○ 護身用スプレー 09G49 ○ 個人防護用噴霧器 1303

13 130073 sprays for personal defense purposes ○ 護身用スプレー 09G49 ○ 個人防護用噴霧器 1303

13 130074 belts adapted for ammunition ○ 弾薬用ベルト 08B01 ○ 彈藥用子彈帶 1302

13 130075 automatic firearm ammunition belts ○ 自動火器用弾薬帯 08B01 ○ 自動槍枝彈藥帶 1302

13 130076 torpedoes ○ 魚雷 08B01 ○ 魚雷 1302

13 130077 side arms [firearms] ○ 携帯武器（火器） 08A01 ○ 隨身武器（火器） 1302

13 130078 hand grenades ○ 手りゅう弾 08B01 ○ 手榴彈 1302

13 130079 flare pistols ○ ピストル型照明弾発射器 08B01 ○ 信號槍 1302

13 130080 rescue flares, explosive or pyrotechnic ○
救助用の照明弾（火薬類又は火工品
に属するものに限る。）

08B01 ○ 爆炸性或煙火式之救援照明彈 1302

13 130081 starting pistols ○ スターターピストル 24C01 ○ 發令槍 1302

13 130081 starter pistols ○ スターターピストル 24C01 ○ 起跑槍 1302

13 130082 harpoons adapted for harpoon guns ○ もり打ち銃用のもり 08A01,24C04 ○ 魚叉槍用魚叉 1302

14 140001 agates ○ めのう、めのうの原石 06B01,21D01 ○ 瑪瑙 1401

14 140002 clock hands ○ 時計の針 23A01 ○ 時鐘指針 1406

14 140003 ingots of precious metals ○ 貴金属製インゴット 06A02 ○ 貴重金屬錠 1401

14 140004 jewellery of yellow amber ○ こはく製宝飾品 21A02,21B01,21D01 ○ 琥珀首飾 1401

14 140004 jewelry of yellow amber ○ こはく製宝飾品 21A02,21B01,21D01 ○ 琥珀首飾 1401

14 140005 pearls made of ambroid [pressed amber] ○ 人造こはく製真珠 21D01 ○ 人造琥珀製珍珠（壓製的琥珀） 1401

14 140006 amulets [jewellery] ○ 宝飾用魔よけ 21A02 ○ 護身符（珠寶） 1401

14 140006 amulets [jewelry] ○ 宝飾用魔よけ 21A02 ○ 護身符（珠寶） 1401

14 140008 spun silver [silver wire] ○ 銀糸 21D01 ○ 細銀絲 1401

14 140009 silver thread [jewellery] ○ 銀糸（宝飾品） 21D01 ○ 銀線（珠寶） 1401

14 140009 silver thread [jewelry] ○ 銀糸（宝飾品） 21D01 ○ 銀線（珠寶） 1401



14 140011 clocks ○ 時計 23A01 ○ 鐘 1406

14 140013 pendulums [clock- and watchmaking] ○ 時計の振子 23A01 ○ 鐘擺 1406

14 140014 barrels [clock- and watchmaking] ○ 時計用ぜんまい箱 23A01 ○ 鐘錶用發條匣 1406

14 140015 bracelets [jewellery] ○ ブレスレット 21A02 ○ 手鐲（首飾） 1401

14 140015 bracelets [jewelry] ○ ブレスレット 21A02 ○ 手鐲（首飾） 1401

14 140016 wristwatches ○ 腕時計 23A01 ○ 腕錶 1406

14 140017 straps for wristwatches ○ 時計バンド 23A01 ○ 錶帶 1406

14 140017 watch bands ○ 時計バンド 23A01 ○ 錶帶 1406

14 140017 watch straps ○ 時計バンド 23A01 ○ 錶帶 1406

14 140018 charms for jewellery ○ 宝飾品用チャーム 21A02,21B01,21D01 ○ 鏈條或手鐲上之小飾品 1401

14 140018 charms for jewelry ○ 宝飾品用チャーム 21A02,21B01,21D01 ○ 鏈條或手鐲上之小飾品 1401

14 140018 jewellery charms ○ 宝飾品用チャーム 21A02,21B01,21D01 ○ 珠寶墜飾 1401

14 140018 jewelry charms ○ 宝飾品用チャーム 21A02,21B01,21D01 ○ 珠寶墜飾 1401

14 140019 brooches [jewellery] ○ ブローチ 21A02 ○ 胸針（首飾） 1401

14 140019 brooches [jewelry] ○ ブローチ 21A02 ○ 胸針（首飾） 1401

14 140021 dials [clock- and watchmaking] ○ 時計の文字盤 23A01 ○ 鐘錶用數字盤 1406

14 140022 sundials ○ 日時計 23A01 ○ 日規 1406

14 140023 clockworks ○ 時計用計時機構 23A01 ○ 鐘錶發條裝置 1406

14 140024 chains [jewellery] ○ チェーン（宝飾品） 21A02 ○ 鏈（首飾） 1401

14 140024 chains [jewelry] ○ チェーン（宝飾品） 21A02 ○ 鏈（首飾） 1401

14 140025 watch chains ○ 時計鎖 23A01 ○ 錶鏈 1406

14 140027 chronographs [watches] ○ ストップウオッチ 23A01 ○ 計時器（錶類） 1406

14 140028 chronometers ○ クロノメーター 23A01 ○ 精密計時器 1406

14 140029 chronoscopes ○ 分秒時計 23A01 ○ 精密測時器 1406

14 140030 chronometric instruments ○ 計時用具 23A01 ○ 精密計時儀器 1406

14 140031 necklaces [jewellery] ○ ネックレス 21A02 ○ 項鍊（首飾） 1401

14 140031 necklaces [jewelry] ○ ネックレス 21A02 ○ 項鍊（首飾） 1401

14 140032 clocks and watches, electric ○ 電気時計 23A01 ○ 電子鐘錶 1406

14 140033 tie clips ○ ネクタイ留め 21A02 ○ 領帶夾 1402

14 140034 coins ○ 貴金属製コイン 20E01,20E99 ○ 硬幣 1401

14 140035 diamonds ○ ダイヤモンド、ダイヤモンドの原石 06B01,21D01 ○ 鑽石 1401

14 140040 threads of precious metal [jewellery] ○ 貴金属製糸 21D01 ○ 貴重金屬絲線（珠寶飾品） 1401

14 140040 threads of precious metal [jewelry] ○ 貴金属製糸 21D01 ○ 貴重金屬絲線（珠寶飾品） 1401

14 140040 wire of precious metal [jewellery] ○ 貴金属製装飾用ワイヤー 21D01 ○ 貴重金屬線（首飾） 1401

14 140040 wire of precious metal [jewelry] ○ 貴金属製装飾用ワイヤー 21D01 ○ 貴重金屬線（首飾） 1401

14 140042 atomic clocks ○ 原子時計 23A01 ○ 原子鐘 1406

14 140043 control clocks [master clocks] ○ 親時計 23A01 ○ 控制時鐘（主鐘） 1406

14 140043 master clocks ○ 親時計 23A01 ○ 主鐘 1406

14 140044 clock cases ○ 時計側 23A01 ○ 鐘殼 1406

14 140045 iridium ○ イリジウム 06A02 ○ 銥 1401

14 140046 ivory jewellery ○ 装飾用象牙 21D01 ○ 象牙製首飾 1401

14 140046 ivory jewelry ○ 装飾用象牙 21D01 ○ 象牙製首飾 1401

14 140047 ornaments of jet ○ 黒玉製身飾品 21A02,21B01 ○ 黑玉裝飾品 1401

14 140048 jet, unwrought or semi-wrought ○ 未加工又は半加工の黒玉 06B01,21D01 ○ 未加工或半加工的黑玉 1401

14 140049 copper tokens ○ 銅製トークン 20E01 ○ 銅代幣 1401

14 140050 jewellery ○ 宝飾品 21A02,21B01,21D01 ○ 首飾 1401

14 140050 jewelry ○ 宝飾品 21A02,21B01,21D01 ○ 首飾 1401

14 140051 lockets [jewellery] ○ ロケット（宝飾品） 21A02 ○ 墜飾盒（首飾） 1401

14 140051 lockets [jewelry] ○ ロケット（宝飾品） 21A02 ○ 墜飾盒（首飾） 1401

14 140052 medals ○ メダル 21A02 ○ 獎牌 1404

14 140055 precious metals, unwrought or semi-wrought ○ 未加工又は半加工の貴金属 06A02 ○ 未加工或半加工貴重金屬 1401

14 140057 watches ○ 時計 23A01 ○ 手錶 1406

14 140058 watch springs ○ 時計のゼンマイ 23A01 ○ 錶用發條 1406

14 140059 watch crystals ○ 時計のガラス 23A01 ○ 錶面水晶玻璃 1406

14 140059 watch glasses ○ 時計のガラス 23A01 ○ 錶面玻璃 1406

14 140060 movements for clocks and watches ○ 時計用ムーブメント 23A01 ○ 鐘錶的驅動裝置 1406

14 140062 olivine [gems] ○ かんらん石（宝石） 21D01 ○ 翠綠橄欖石（寶石） 1401

14 140062 peridot ○ ペリドット 21D01 ○ 橄欖石寶石 1401

14 140063 gold, unwrought or beaten ○ 未加工又は箔状の金 06A02 ○ 未加工的金或金箔 1401

14 140064 gold thread [jewellery] ○ 金糸（宝飾品） 21D01 ○ 金線（首飾） 1401

14 140064 gold thread [jewelry] ○ 金糸（宝飾品） 21D01 ○ 金線（首飾） 1401

14 140066 osmium ○ オスミウム 06A02 ○ 鋨 1401

14 140067 palladium ○ パラジウム 06A02 ○ 鈀 1401

14 140069 ornamental pins ○ 装飾用ピン 21A02 ○ 裝飾用別針 1401

14 140070 pearls [jewellery] ○ 真珠（宝飾品） 21D01 ○ 珍珠（首飾） 1401

14 140070 pearls [jewelry] ○ 真珠（宝飾品） 21D01 ○ 珍珠（首飾） 1401

14 140073 semi-precious stones ○ 半貴石 06B01,21D01 ○ 半寶石 1401

14 140074 precious stones ○ 宝玉、宝玉の原石 06B01,21D01 ○ 寶石 1401

14 140075 platinum [metal] ○ 白金 06A02 ○ 白金 1401

14 140082 alarm clocks ○ 目覚まし時計 23A01 ○ 鬧鐘 1406

14 140083 rhodium ○ ロジウム 06A02 ○ 銠 1401

14 140085 ruthenium ○ ルテニウム 06A02 ○ 釕 1401

14 140095 spinel [precious stones] ○ スピネル 06B01,21D01 ○ 尖晶石（寶石） 1401

14 140096 statues of precious metal ○ 貴金属製像
20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 貴重金屬雕像 1401

14 140097 paste jewellery ○ 人造宝飾品 21A02,21B01,21D01 ○ 人造寶石 1401

14 140097 paste jewelry [costume jewelry] ○ 人造宝飾品 21A02,21B01,21D01 ○ 服飾用人造寶石 1401

14 140104 alloys of precious metal ○ 貴金属製合金 06A02 ○ 貴重金屬合金 1401

14 140106 anchors [clock- and watchmaking] ○ 時計用アンクル 23A01 ○ 鐘錶用簧片 1406

14 140107 rings [jewellery] ○ 指輪 21A02 ○ 戒指（首飾） 1401

14 140107 rings [jewelry] ○ 指輪 21A02 ○ 戒指（首飾） 1401

14 140109 works of art of precious metal ○ 貴金属製造形品
20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 貴重金屬藝術品 1401

14 140113 boxes of precious metal ○ 貴金属製箱 20A01,23A01 ○ 貴重金屬盒 1401

14 140117 hat jewellery ○ 帽子用宝飾品 21A02 ○ 製帽用珠寶首飾 1401

14 140117 hat jewelry ○ 帽子用宝飾品 21A02 ○ 製帽用珠寶首飾 1401

14 140118 earrings ○ イヤリング 21A02 ○ 耳環 1401

14 140119 shoe jewellery ○ 靴用宝飾品 22A02 ○ 製鞋用珠寶首飾 1401

14 140119 shoe jewelry ○ 靴用宝飾品 22A02 ○ 製鞋用珠寶首飾 1401

14 140122 cuff links ○ カフスボタン 21B01 ○ 袖扣 1402

14 140123 busts of precious metal ○ 貴金属製胸像
20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 貴重金屬半身雕像 1401

14 140144 watch cases [parts of watches] ○ 時計側（時計の部品） 23A01 ○ 錶殼（手錶組件） 1406

14 140145 presentation boxes for watches ○ 時計用化粧箱 23A01 ○ 手錶展示盒 1406

14 140146 figurines of precious metal ○ 貴金属製小立像
20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 貴重金屬小雕像 1401

14 140146 statuettes of precious metal ○ 貴金属製小立像
20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 貴重金屬小雕像 1401

14 140150 pins [jewellery] ○ 装身用ピン 21A02 ○ 別針（首飾） 1401

14 140150 pins [jewelry] ○ 装身用ピン 21A02 ○ 別針（首飾） 1401

14 140151 tie pins ○ ネクタイピン 21A02 ○ 領針 1402

14 140152 badges of precious metal ○ 貴金属製バッジ 21A02 ○ 貴重金屬徽章 1401

14 140162
key chains [split rings with trinket or

decorative fob]
○

キーホルダー（チャーム付きスプ
リットリング）

13C02 ○ 鑰匙圈（小裝飾品或墜飾） 1401

14 140162
key rings [split rings with trinket or

decorative fob]
○

キーホルダー（チャーム付きスプ
リットリング）

13C02 ○ 鑰匙圈（小裝飾品或墜飾） 1401

14 140163 silver, unwrought or beaten ○ 未加工又は箔状の銀 06A02 ○ 未加工的銀或銀箔 1401

14 140164 stopwatches ○ ストップウォッチ 23A01 ○ 碼錶 1406

14 140165 cloisonne jewellery ○ 七宝の宝飾品 21A02,21B01,21D01 ○ 景泰藍珠寶首飾 1401

14 140165 cloisonne jewelry ○ 七宝の宝飾品 21A02,21B01,21D01 ○ 景泰藍珠寶首飾 1401



14 140166 jewellery boxes ○ 宝石箱 20A01 ○ 珠寶盒 1403

14 140166 jewelry boxes ○ 宝石箱 20A01 ○ 珠寶盒 1403

14 140167 beads for making jewellery ○ 宝飾品製造用ビーズ 21A02,21B01,21D01 ○ 製珠寶用珠子 1401

14 140167 beads for making jewelry ○ 宝飾品製造用ビーズ 21A02,21B01,21D01 ○ 製珠寶用珠子 1401

14 140168 clasps for jewellery ○ 宝飾品用留め具 21A02,21B01 ○ 珠寶扣 1402

14 140168 clasps for jewelry ○ 宝飾品用留め具 21A02,21B01 ○ 珠寶扣 1402

14 140169 jewellery findings ○ 宝飾品用留め具 21A02,21B01 ○ 珠寶首飾用零組件 1401

14 140169 jewelry findings ○ 宝飾品用留め具 21A02,21B01 ○ 珠寶首飾用零組件 1401

14 140170 jewellery rolls ○ ロール式宝石入れ 21C01 ○ 珠寶首飾捲包 1403

14 140170 jewelry rolls ○ ロール式宝石入れ 21C01 ○ 珠寶首飾捲包 1403

14 140171 cabochons ○ カボション 21D01 ○ 凸面寶石 1401

14 140172 split rings of precious metal for keys ○ 鍵用の貴金属製のスプリットリング 13C02 ○ 鑰匙用貴金屬製開口環 1402

14 140173 presentation boxes for jewellery ○ 宝飾品用化粧箱 21A02,21B01,21D01 ○ 珠寶展示盒 1403

14 140173 presentation boxes for jewelry ○ 宝飾品用化粧箱 21A02,21B01,21D01 ○ 首飾展示盒 1403

14 140174 watch hands ○ 時計の針 23A01 ○ 手錶指針 1406

14 140175 misbaha [prayer beads] ○ ミスバハ（祈祷用のビーズの輪） 21A02 ○ 念珠 1401

14 140176
bracelets made of embroidered textile

[jewellery]
○

刺しゅうされた織物製のブレスレッ
ト（宝飾品）

21A02 ○ 刺繡紡織品製手鐲（首飾） 1401

14 140176 bracelets made of embroidered textile [jewelry] ○
刺しゅうされた織物製のブレスレッ
ト（宝飾品）

21A02 ○ 刺繡紡織品製手鐲（首飾） 1401

14 140177 charms for key chains ○ キーホルダー用チャーム 13C02 ○ 鑰匙鍊用小飾物 1401

14 140177 charms for key rings ○ キーホルダー用チャーム 13C02 ○ 鑰匙鍊用小飾物 1401

14 140178 chaplets ○ チャプレット（ロザリオ） 21A02 ○ 念珠 1401

14 140178 rosaries ○ ロザリオ 21A02 ○ 念珠 1401

14 140179
crucifixes of precious metal, other than

jewellery
○

貴金属製十字架像（宝飾品を除
く。）

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 非珠寶之貴重金屬十字架 1401

14 140179 crucifixes of precious metal, other than jewelry ○
貴金属製十字架像（宝飾品を除
く。）

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 非珠寶之貴重金屬十字架 1401

14 140180 crucifixes as jewellery ○ 宝飾品としての十字架 21A02 ○ 作為首飾之十字架 1401

14 140180 crucifixes as jewelry ○ 宝飾品としての十字架 21A02 ○ 作為首飾之十字架 1401

14 140181 retractable key rings ○ 収納可能なキーホルダー 13C02 ○ 可伸縮的鑰匙環 1401

14 140181 retractable key chains ○ 収納可能なキーホルダー 13C02 ○ 可伸縮的鑰匙鏈 1401

14 140182 jewellery hat pins ○ 宝飾品としてのハットピン 21A02 ○ 珠寶帽飾針 1401

14 140182 jewelry hatpins ○ 宝飾品としてのハットピン 21A02 ○ 珠寶帽飾針 1401

14 140183 commemorative statuary cups of precious metal ○ 貴金属製の記念用彫像カップ 20E01 ○ 貴重金屬製紀念雕像杯 1404

14 140184 prize cups of precious metal ○ 貴金属製の記念カップ 20E01 ○ 貴重金屬製獎杯 1404

14 140185 sew-on tags of precious metal for clothing ○ 被服用の貴金属製縫い付けタグ 25B01 ○ 服裝用縫合式貴重金屬標籤 1401

14 140186 lanyards for keys ○ 鍵用ランヤード 13C02 ○ 鑰匙掛繩 1401

15 150001 accordions ○ アコーディオン 24E01 ○ 手風琴 1501

15 150002 tuning hammers ○ 調律用ハンマー型レンチ 09G52 ○ 調音鎚 1501

15 150003 reeds ○ リード 24E01 ○ 蘆笛；簧樂器 1501

15 150004 bows for musical instruments ○ 楽器用弓 24E01 ○ 樂器用弓 1501

15 150005 bow nuts for musical instruments ○ 弦楽器用弓のナット 24E01 ○ 樂器用弓根 1501

15 150006 sticks for bows for musical instruments ○ 弓のさお（楽器用のもの） 24E01 ○ 樂器弓杆 1501

15 150007 horsehair for bows for musical instruments ○ 弓用馬毛（楽器用のもの） 24E01 ○ 樂器弓用馬毛 1501

15 150008 pianos ○ ピアノ 24E01 ○ 鋼琴 1501

15 150009 conductors' batons ○ 指揮棒 24E01 ○ 指揮棒 1501

15 150010 drumsticks ○ ドラム用スティック 24E01 ○ 鼓棒 1501

15 150011 bandonions ○ バンドネオン 24E01 ○ 手風琴 1501

15 150012 barrel organs ○ 手回し風琴 24E01 ○ 手搖風琴 1501

15 150013 basses [musical instruments] ○ 低音用楽器 24E01 ○ 低音樂器 1501

15 150014 harmonicas ○ ハーモニカ 24E01 ○ 口琴 1501

15 150015 catgut for musical instruments ○ 楽器用腸弦 24E01 ○ 樂器用腸線 1501

15 150016 buccins [trumpets] ○ ビュッサン 24E01 ○ 號角 1501

15 150017 carillons [musical instruments] ○ 鉄琴 24E01 ○ 鐘琴 1501

15 150018 castanets ○ カスタネット 24E01 ○ 響板 1501

15 150019 hats with bells [musical instruments] ○ ベル付き帽子（楽器） 24E01 ○ 樂器用鈴帽 1501

15 150020 kettledrum frames ○ ケトルドラムの枠 24E01 ○ 定音鼓架 1501

15 150021 pegs for musical instruments ○ 弦楽器用糸巻 24E01 ○ 樂器弦鈕 1501

15 150022 zithers ○ チター 24E01 ○ 齊特琴 1501

15 150023 clarionets ○ クラリネット 24E01 ○ 豎笛；單簧管；黑管 1501

15 150024 keyboards for musical instruments ○ 楽器用鍵盤 24E01 ○ 樂器鍵盤 1501

15 150025 musical instruments ○ 楽器 24E01 ○ 樂器 1501

15 150026 concertinas ○ コンチェルティーナ 24E01 ○ 六角形手風琴 1501

15 150027 double basses ○ コントラバス 24E01 ○ 低音提琴 1501

15 150028 strings for musical instruments ○ 楽器用弦 24E01 ○ 樂器用弦 1501

15 150029 stringed musical instruments ○ 弦楽器 24E01 ○ 弦樂器 1501

15 150030 horns [musical instruments] ○ ホルン 24E01 ○ 號 1501

15 150031 cornets [musical instruments] ○ コルネット（楽器） 24E01 ○ 短號 1501

15 150032 cymbals ○ シンバル 24E01 ○ 鐃鈸 1501

15 150033 tuning forks ○ 音さ 24E01 ○ 音叉 1501

15 150034 mouthpieces for musical instruments ○ 楽器用マウスピース 24E01 ○ 樂器吹口 1501

15 150035 cases for musical instruments ○ 楽器用ケース 24E01 ○ 樂器盒 1501

15 150036 flutes ○ フルート 24E01 ○ 長笛 1501

15 150037 gongs ○ ゴング 24E01 ○ 鑼 1501

15 150038 Jews' harps [musical instruments] ○ 口琴 24E01 ○ 單簧口琴 1501

15 150039 guitars ○ ギター 24E01 ○ 吉他 1501

15 150040 harmoniums ○ 足踏み式オルガン 24E01 ○ 小風琴 1501

15 150041 harps ○ ハープ 24E01 ○ 豎琴 1501

15 150042 harp strings ○ ハープ用弦 24E01 ○ 豎琴弦 1501

15 150043 oboes ○ オーボエ 24E01 ○ 雙簧管 1501

15 150044 electronic musical instruments ○ 電子楽器 24E01 ○ 電子樂器 1501

15 150045 intensity regulators for mechanical pianos ○
音の強度調整器（機械式ピアノ用の
もの）

09G52 ○ 機械式鋼琴強度調節器 1501

15 150046 lyres ○ リラ 24E01 ○ 七弦豎琴 1501

15 150048 picks for stringed instruments ○ 弦楽器用ピック 24E01 ○ 弦樂器用弦撥子 1501

15 150048 plectrums ○ 楽器用ピック 24E01 ○ 弦撥子；琴撥 1501

15 150049 mandolins ○ マンドリン 24E01 ○ 曼陀林 1501

15 150050 chin rests for violins ○ バイオリン用あご当て 24E01 ○ 小提琴腮托 1501

15 150051 bagpipes ○ バグパイプ 24E01 ○ 風笛 1501

15 150052 musical boxes ○ オルゴール 24E01 ○ 音樂盒 1501

15 150053 turning apparatus for sheet music ○
シートミュージック用ページ繰り装
置

24E01 ○ 活頁樂譜翻頁器 1501

15 150054 bridges for musical instruments ○ 弦楽器用駒 24E01 ○ 樂器用琴馬 1501

15 150055 triangles [musical instruments] ○ トライアングル（楽器） 24E01 ○ 樂器用三角鐵 1501

15 150056 ocarinas ○ オカリナ 24E01 ○ 洋壎；小鵝笛 1501

15 150057 organs ○ オルガン 24E01 ○ 管風琴 1501

15 150058 wind pipes for organs ○ オルガン用風管 24E01 ○ 風琴用風管 1501

15 150059 drumheads ○ ドラムの膜 24E01 ○ 鼓面 1501

15 150059 skins for drums ○ ドラム用皮 24E01 ○ 鼓皮 1501

15 150060 pedals for musical instruments ○ 楽器用ペダル 24E01 ○ 樂器用踏板 1501

15 150061 piano keyboards ○ ピアノの鍵盤 24E01 ○ 鋼琴鍵盤 1501

15 150062 piano strings ○ ピアノ用弦 24E01 ○ 鋼琴弦 1501

15 150063 piano keys ○ ピアノの鍵（けん） 24E01 ○ 鋼琴鍵 1501

15 150064 bellows for musical instruments ○ 送風楽器用送風器 24E01 ○ 樂器風箱 1501

15 150065 dampers for musical instruments ○ 消音器 24E01 ○ 樂器制音器 1501

15 150065 mutes for musical instruments ○ 楽器用ミュート 24E01 ○ 樂器用弱音器 1501

15 150066 drums [musical instruments] ○ ドラム（楽器） 24E01 ○ 鼓 1501

15 150067 tambourines ○ タンバリン 24E01 ○ 鈴鼓 1501

15 150068 tom-toms ○ トムトム 24E01 ○ 手鼓 1501

15 150069 kettledrums ○ ケトルドラム 24E01 ○ 定音鼓 1501

15 150070 trombones ○ トロンボーン 24E01 ○ 伸縮喇叭；長號 1501

15 150071 clarions ○ クラリオン 24E01 ○ 小號 1501

15 150072 trumpets ○ トランペット 24E01 ○ 小喇叭；小號 1501

15 150073 valves for musical instruments ○ 金管楽器用弁 24E01 ○ 樂器活栓 1501



15 150074 violas ○ ビオラ 24E01 ○ 中提琴 1501

15 150075 violins ○ バイオリン 24E01 ○ 小提琴 1501

15 150076 xylophones ○ 木琴 24E01 ○ 木琴 1501

15 150077 keys for musical instruments ○ 楽器用鍵 24E01 ○ 樂器用鍵 1501

15 150078 music rolls [piano] ○ ピアノ用巻取り譜 24E01 ○ 鋼琴用捲譜器 1501

15 150079 perforated music rolls ○ 穿孔された巻き取り譜 24E01 ○ 穿孔捲譜器 1501

15 150080 music stands ○ 楽譜台 24E01 ○ 樂譜架 1501

15 150081 huqin [Chinese violins] ○ 中国式胡弓 24E01 ○ 胡琴 1501

15 150082 bamboo flutes ○ 竹製フルート 24E01 ○ 竹笛 1501

15 150083 pipa [Chinese guitars] ○ 中国式琵琶 24E01 ○ 琵琶 1501

15 150084 sheng [Chinese musical wind instruments] ○ 中国式笙 24E01 ○ 笙 1501

15 150085 suona [Chinese trumpets] ○ 中国式ラッパ 24E01 ○ 嗩吶 1501

15 150086 handbells [musical instruments] ○ ハンドベル（楽器） 24E01 ○ 樂器用手搖鈴 1501

15 150087 music synthesizers ○ ミュージックシンセサイザー 24E01 ○ 電子音樂合成器 1501

15 150088 stands for musical instruments ○ 楽器用スタンド 24E01 ○ 樂器支架 1501

15 150089 saxophones ○ サキソフォン 24E01 ○ 薩克斯風 1501

15 150090 balalaikas [stringed musical instruments] ○ バラライカ（弦楽器） 24E01 ○ 巴拉萊卡琴 1501

15 150091 banjos ○ バンジョー（弦楽器） 24E01 ○ 五弦琴 1501

15 150092 melodicas ○ 鍵盤ハーモニカ 24E01 ○ 口風琴 1501

15 150093 colophony for stringed musical instruments ○ 弦楽器用松やに 01A01 ○ 弦樂器用松香 1501

15 150093 rosin for stringed musical instruments ○ 弦楽器用松やに 01A01 ○ 弦樂器用松香 1501

15 150094 robotic drums ○ 自動演奏式ドラム 24E01 ○ 自動演奏鼓 1501

15 150095 mallets for musical instruments ○ 楽器用マレット 24E01 ○ 樂器用槌 1501

15 150096 straps for musical instruments ○ 楽器用ストラップ 24E01 ○ 樂器背帶 1501

15 150097 singing bowls ○ シンギングボウル 24E01 ○ 頌缽 1501

15 150098 drum machines ○ ドラムマシン 24E01 ○ 鼓聲音源器 1501

15 150099 musical instruments for children ○ 子供用の楽器 24E01 ○ 兒童樂器 1501

16 160001 steel letters ○ 鋼製活字 09A11 ○ 鋼字 1616

16 160002 steel pens ○ 鋼製ペン 25B01 ○ 鋼筆 1612

16 160003 adhesive tape dispensers [office requisites] ○ 接着テープディスペンサー 25B01 ○ 事務用膠帶分配器 1610

16 160004 address stamps ○ あて名スタンプ 25B01 ○ 地址戳印 1610

16 160005 addressing machines ○ あて名印刷機 09D01 ○ 地址機 1616

16 160006 paper* ○ 紙 25A01 X 紙* ―

16 160007 posters ○ ポスター 26A01 ○ 海報 1607

16 160008 advertisement boards of paper or cardboard ○ 紙製又は厚紙製の広告板紙 25A01 ○ 紙製或厚紙板製廣告板 1625

16 160009 franking machines for office use ○ 郵便料金計器 09D01 ○ 辦公室用郵資蓋印機 1610

16 160009 postage meters for office use ○ 郵便料金計器 09D01 ○ 辦公室用郵資機 1610

16 160010 clips for offices ○ 事務用クリップ 25B01 ○ 迴紋針 1610

16 160010 staples for offices ○ ステープラ針 09D01,25B01 ○ 釘書針 1610

16 160011 pen clips ○ ペンクリップ 25B01 ○ 筆夾 1612

16 160012 stapling presses [office requisites] ○ ステープラ 09D01,25B01 ○ 手壓釘書機 1610

16 160013 albums ○ アルバム 25B01 ○ 相簿 1607

16 160013 scrapbooks ○ スクラップブック 25B01 ○ 剪貼簿 1607

16 160014 pictures ○ 絵画 26B01 ○ 圖畫 1607

16 160015 prints [engravings] ○ 印刷物（版画） 26B01 ○ 版畫 1607

16 160016 cigar bands ○ 葉巻たばこ用帯 25B01,27B01 ○ 雪茄煙用套環 1614

16 160017
pencil sharpening machines, electric or non-

electric
○ 鉛筆削り器（電気式又は非電気式） 11A06,25B01 ○ 電動或非電動削鉛筆機 1610

16 160018 bookends ○ ブックエンド 20A01,25B01 ○ 書擋 1610

16 160019 hand-rests for painters ○ 画家用腕掛け台 25B01 ○ 畫家用腕托 1612

16 160020 aquarelles ○ 水彩画 26B01 ○ 水彩畫 1607

16 160020 watercolors [paintings] ○ 水彩画 26B01 ○ 水彩畫 1607

16 160020 watercolours [paintings] ○ 水彩画 26B01 ○ 水彩畫 1607

16 160021 architects' models ○ 建築模型 24A01,25B01 ○ 建築模型 1627

16 160022 document files [stationery] ○ 文書ファイル 25B01 ○ 文件夾 1610

16 160023 writing slates ○ 筆記用石盤 25B01 ○ 書寫用石板 1610

16 160024 slate pencils ○ 石筆 25B01 ○ 石筆 1612

16 160025 silver paper ○ 銀紙 25A01 ○ 錫箔紙 1601

16 160026 modelling clay ○ 模型又は塑像製作用の粘土 25B01 ○ 製作模型用黏土 1627

16 160027 arithmetical tables ○ 計算表 25B01 ○ 算術表 1607

16 160027 calculating tables ○ 計算表 25B01 ○ 計算表 1607

16 160028 engravings ○ 版画 26B01 ○ 版畫 1607

16 160029 lithographic works of art ○ 石版画（美術品） 26B01 ○ 平版印刷藝術品 1607

16 160030 paintings [pictures], framed or unframed ○
絵画（額に入っているもの又は入っ
ていないもの）

26B01 ○ 有框或無框的畫 1607

16 160031 pencils ○ 鉛筆 25B01 ○ 鉛筆 1612

16 160032 newspapers ○ 新聞 26A01 ○ 報紙 1607

16 160033 periodicals ○ 定期刊行物 26A01 ○ 期刊 1607

16 160034 atlases ○ 地図帳 26A01 ○ 地圖集 1607

16 160035 ring binders ○ リング式バインダー 25B01 ○ 活頁夾 1610

16 160035 loose-leaf binders ○ ルーズリーフ式バインダー 25B01 ○ 活頁夾 1610

16 160036 gummed tape [stationery] ○ ガムテープ（文房具） 25B01 ○ 膠帶（文具） 1610

16 160037 mats of paper for beer glasses ○ 紙製のビールグラス用マット 19A05 ○ 紙製啤酒杯墊 1602

16 160038 tickets ○ チケット 26A01 ○ 票 1607

16 160039
biological samples for use in microscopy

[teaching materials]
○

顕微鏡観察に用いる生物の教材用標
本

10A01 ○ 顯微鏡觀察用生物樣本（教材） 1619

16 160040 printing blocks ○ 印刷用ブロック 09A11 ○ 打印塊 1616

16 160041 drawing pads ○ 画用紙帳 25B01 ○ 繪圖簿 1607

16 160042 pads [stationery] ○ 剥ぎ取り式ノート 25B01 ○ 便箋簿 1607

16 160043 spools for inking ribbons ○ インクリボン巻枠 09D01 ○ 色帶捲軸 1610

16 160045
wristbands for the retention of writing

instruments
○ 筆記具保持用リストバンド 25B01 ○ 固定書寫工具用腕帶 1610

16 160046 pamphlets ○ パンフレット 26A01 ○ 小冊子 1607

16 160047 embroidery designs [patterns] ○ 刺しゅう用図案 19B03 ○ 繡花圖樣 1607

16 160048 drawing pins ○ 画びょう 25B01 ○ 圖釘 1610

16 160048 thumbtacks ○ 画びょう 25B01 ○ 圖釘 1610

16 160049 moisteners [office requisites] ○ 事務用湿潤用具 25B01 ○ 事務用濕潤器 1610

16 160050 painters' brushes ○ 絵筆及び塗装用ブラシ 13B04,25B01 ○ 畫刷 1612

16 160051 blotters ○ 吸い取り紙 25A01 ○ 吸墨紙 1601

16 160052 stamps [seals] ○ 印章 25B01 ○ 封口用印章 1610

16 160053 sealing stamps ○ 封かん用の印 25B01 ○ 封口用印章 1610

16 160054 inking pads ○ スタンプ台 25B01 ○ 打印台；印泥 1610

16 160055 sealing wax ○ 封ろう 05D01 ○ 封蠟 1618

16 160056 sealing machines for offices ○ 事務用封かん機 09D01 ○ 事務用封口機 1610

16 160057 sealing compounds for stationery purposes ○ 封かん用のり又は接着剤及び封ろう 01A02,05D01 ○ 文具用封口黏合劑 1610

16 160058 writing or drawing books ○ 習字帳又はデッサン帳 25B01 ○ 習字本或畫冊 1607

16 160059 trays for sorting and counting money ○ 硬貨の選別用及び計数用の盆 09D01 ○ 硬幣計數用盤 1610

16 160061 tracing patterns ○ トレース用型紙 19B03 ○ 描繪用圖樣 1607

16 160062 tracing paper ○ トレーシングペーパー 25B01 ○ 描圖紙 1601

16 160063 tracing cloth ○ トレーシングクロス 25B01 ○ 描圖布 1612

16 160064 fingerstalls for office use ○ 事務用指サック 25B01 ○ 辦公用指套 1610

16 160065 printing type ○ 活字 09A11 ○ 印刷鉛字 1616

16 160066 carbon paper ○ カーボンペーパー 25B01 ○ 複寫紙 1601

16 160067 paper for recording machines ○ 記録機械用記録紙 25A01 ○ 記錄器用紙 1601

16 160068 note books ○ ノートブック 25B01 ○ 筆記本 1607

16 160069 square rulers for drawing ○ 製図・デッサン用直角定規 09D01,25B01 ○ 繪圖用角尺 1624

16 160070 cards* ○ カード 25B01 ○ 卡片* 1607

16 160070 charts ○ 図表用紙 25B01 ○ 圖表 1607

16 160071 teaching materials [except apparatus] ○ 教材（器具に当たるものを除く。） 25B01,26A01 X 教學材料（儀器除外） ―

16 160072 index cards [stationery] ○ 索引用カード（文房具） 25B01 ○ 索引用卡片（文具） 1607

16 160074 paper sheets [stationery] ○ 事務用紙 25A01,25B01 X 紙（文具） ―

16 160075 cardboard* ○ 厚紙 25A01 ○ 厚紙板* 1601

16 160076 hat boxes of cardboard ○ 厚紙製帽子箱 18C04 ○ 紙板製帽盒 1608

16 160077 perforated cards for Jacquard looms ○ ジャガード織機用せん孔カード 25A01 ○ 提花織機用打洞卡 1607

16 160078 cardboard tubes ○ 厚紙製筒 18C04,25B01 ○ 硬紙管 1601

16 160080 catalogues ○ カタログ 26A01 ○ 目錄 1607

16 160081 tags for index cards ○ 索引カード用付せん 25B01 ○ 索引卡標籤 1610

16 160082 song books ○ 歌集 26A01 ○ 歌曲集 1607



16 160084 composing frames [printing] ○ 植字台 09A11 ○ 排字架（印刷） 1616

16 160085 folders for papers ○ 書類挟み 25B01 ○ 文件套 1610

16 160085 jackets for papers ○ 書類用封筒 25B01 ○ 文件套 1610

16 160087 painters' easels ○ 絵画用イーゼル 25B01 ○ 畫架 1610

16 160088 numbers [type] ○ 活字（数字） 09A11 ○ 數字鉛字 1616

16 160089 Indian inks ○ 墨汁 25B01 ○ 墨汁 1612

16 160090 chromolithographs [chromos] ○ 多色刷り石版画 26B01 ○ 彩色石版畫 1607

16 160090 chromos ○ 多色刷り石版画 26B01 ○ 彩色石版畫 1607

16 160091 modelling wax, not for dental purposes ○
模型又は塑像製作用のろう（歯科用
のものを除く。）

05D01 ○ 非牙科用製作模型用蠟 1627

16 160092 files [office requisites] ○ 事務用ファイル 25B01 ○ 文件夾（事務用） 1610

16 160093 office perforators ○ 事務用せん孔器 09D01,25B01 ○ 事務用打孔機 1610

16 160094 hygienic paper ○ 衛生紙 19B38,25A01 ○ 衛生紙 1602

16 160094 toilet paper ○ トイレットペーパー 25A01 ○ 衛生紙 1602

16 160095 books ○ 書籍 26A01 ○ 書籍 1607

16 160096 compasses for drawing ○ 製図・デッサン用コンパス 09D01,25B01 ○ 繪畫用圓規 1624

16 160097 letters [type] ○ 活字 09A11 ○ 文字（鉛字） 1616

16 160097 type [numerals and letters] ○ 活字 09A11 ○ 鉛字（數字及文字） 1616

16 160098 composing sticks ○ 植字用ステッキ 09A11 ○ 印刷用排字盤 1616

16 160101 letter trays ○ 書類トレー 25B01 ○ 文件盒 1610

16 160102 conical paper bags ○ 円すい形紙袋 18C04 ○ 圓錐型紙袋 1608

16 160103 correcting fluids [office requisites] ○ 修正液 25B01 ○ 修正液 1610

16 160104 correcting ink [heliography] ○ 写真製版用修正インキ 03D01 ○ 照相製版用修正液 1610

16 160105 pencil leads ○ 鉛筆の芯 25B01 ○ 鉛筆心 1612

16 160106 histological sections for teaching purposes ○
生物組織の顕微鏡用切片（教育用の
ものに限る。）

10A01 ○ 教學用組織學剖面圖 1619

16 160107 French curves ○ 雲形定規 09D01,25B01 ○ 曲線板 1624

16 160108 covers [stationery] ○
製本用表紙（文房具に当たるものに
限る。）

25B01 ○ 封套 1610

16 160108 wrappers [stationery] ○ 包装材料（文房具） 25B01 ○ 封套 1610

16 160109 writing chalk ○ 筆記用チョーク 25B01 ○ 粉筆 1612

16 160110 chalk for lithography ○ 石版印刷用チョーク 25B01 ○ 石版印刷用粉筆 1612

16 160111 tailors' chalk ○ 裁縫用チャコ 19B03 ○ 縫紉用畫餅 1623

16 160112 chalk holders ○ チョーク保持用具 25B01 ○ 粉筆夾 1610

16 160113 pencil holders ○ 筆立て 25B01 ○ 筆筒；筆插；筆架 1612

16 160114 pencil lead holders ○ シャープペンシル 25B01 ○ 鉛筆心盒 1612

16 160115 cream containers of paper ○ クリーム用紙製容器 18C04 ○ 紙製乳品容器 1608

16 160116 paper clasps ○ 紙用留具 25B01 ○ 紙夾 1610

16 160118 rollers for typewriters ○ タイプライター用ローラー 09D01 ○ 打字機輥 1616

16 160119 decalcomanias ○ デカルコマニー用転写紙及び転写画 25B01,26B01 ○ 移印用圖樣 1603

16 160119 transfers [decalcomanias] ○ デカルコマニー用転写紙及び転写画 25B01,26B01 ○ 移印用圖樣 1603

16 160121 graphic prints ○ グラフィック印刷物 26A01 ○ 圖畫印刷品 1607

16 160122 graining combs ○ 木目模様付け用くし 13B04 ○ 木紋畫刷 1612

16 160123 drawing boards ○ 製図板・画板 09D01,25B01 ○ 製圖板 1624

16 160124 drawing materials ○ 製図・デッサン用具 09D01,25B01 X 製圖材料 ―

16 160125 drawing instruments ○ 製図用具 09D01 ○ 製圖器具 1624

16 160126 diagrams ○ 乗物運行図表並びに図表用紙 25B01,26A01 ○ 圖表 1607

16 160127 envelopes [stationery] ○ 封筒（文房具） 25B01 ○ 信封 1607

16 160128 duplicators ○ 謄写機 09D01 ○ 複寫機 1616

16 160129 etchings ○ エッチング 26B01 ○ 蝕刻畫 1607

16 160130 packing paper ○ パッキングペーパー 18C04,25A01 ○ 包裝紙 1601

16 160130 wrapping paper ○ 包装紙 18C04,25A01,25B01 ○ 包裝紙 1601

16 160131 nibs ○ ペン先 25B01 ○ 筆尖 1612

16 160132 typewriters, electric or non-electric ○
タイプライター（電動式又は非電動
式）

09D01 ○ 電動或非電動打字機 1616

16 160133 boxes for pens ○ 筆箱 25B01 ○ 筆盒 1612

16 160133 pen cases ○ 筆箱 25B01 ○ 筆盒 1612

16 160134 nibs of gold ○ 金製ペン先 25B01 ○ 金製筆尖 1612

16 160135 erasing products ○ 字消し用品 25B01 X 擦除用具 ―

16 160136 writing materials ○ 筆記用具 25B01 X 書寫材料 ―

16 160137 shields [paper seals] ○ 封かん紙 25B01 ○ 封口紙條 1607

16 160138 erasing shields ○ 字消し板 09D01,25B01 ○ 擦除用擋板 1612

16 160139 rubber erasers ○ 消しゴム 25B01 ○ 橡皮擦 1612

16 160140 electrocardiograph paper ○ 心電図記録用紙 25B01 ○ 心電圖用紙 1601

16 160141 punches [office requisites] ○ 事務用パンチ 09D01,25B01 ○ 事務用打孔器 1610

16 160142 ink* ○ インキ 25B01 ○ 墨水* 1612

16 160143 inking ribbons ○ インクリボン 09D01 ○ 色帶 1610

16 160144 inkwells ○ インキつぼ 25B01 ○ 墨水池 1612

16 160146 envelope sealing machines for offices ○ 事務用封かん機 09D01 ○ 事務用信封封口機 1610

16 160147 photographs [printed] ○ 写真 26D01 ○ 照片（印刷物） 1607

16 160148 pen wipers ○ ペンふき 25B01 ○ 拭筆具 1610

16 160149 seals [stamps] ○ 印章 25B01 ○ 封印 1610

16 160150 fabrics for bookbinding ○ 製本用織物 16A01,25B01 ○ 書籍裝訂布 1610

16 160151 drawing sets ○ 製図・デッサン用具セット 09D01,25B01 ○ 製圖用具 1624

16 160153 ledgers [books] ○ 台帳 25B01 ○ 帳本 1607

16 160154 indexes ○ インデックス 25B01 ○ 索引卡片 1607

16 160155 statuettes of papier mache ○ 紙粘土製小立像 20C01,20C50,26C01 ○ 混凝紙製小雕像 1613

16 160155 figurines of papier mache ○ 紙粘土製小立像 20C01,20C50,26C01 ○ 混凝紙製小雕像 1613

16 160156 filter paper ○ ろ紙 25A01 ○ 濾紙 1601

16 160157 filtering materials of paper ○ 紙製ろ過用材料 25A01 X 紙張過濾材料 ―

16 160158 forms, printed ○ 書式用紙 25B01 ○ 印製的表格 1607

16 160159 office requisites, except furniture ○ 事務用品（家具を除く。） 01A02,09D01,25B01 X 家具除外的辦公室用品 ―

16 160160 charcoal pencils ○ 木炭筆 25B01 ○ 碳筆 1612

16 160161 stencils [stationery] ○
ステンシル（文房具に当たるものに
限る。）

25B01 ○ 油印蠟紙（文具） 1601

16 160162 galley racks [printing] ○ 印刷用ゲラ棚 09A11 ○ 印刷用活字盤架 1616

16 160163 electrotypes ○ 電鋳板 09A11 ○ 電鑄版 1616

16 160164 printed geographical maps ○ 印刷された地図 26A01 ○ 印刷地圖 1607

16 160165 terrestrial globes ○ 地球儀 25B01 ○ 地球儀 1619

16 160166 artists' watercolor saucers ○ 美術用水彩絵の具皿 25B01 ○ 水彩盤 1612

16 160166 artists' watercolour saucers ○ 美術用水彩絵の具皿 25B01 ○ 水彩盤 1612

16 160167 graphic reproductions ○ グラフィック複製画 26B01 ○ 複製畫 1607

16 160168 graphic representations ○ グラフィック複製画 26B01 ○ 肖像圖 1607

16 160169 scrapers [erasers] for offices ○ 事務用字消し具 25B01 X 事務用刮除用具（擦除器） ―

16 160170 engraving plates ○ 彫刻版 25B01 X 雕刻版 ―

16 160171 hectographs ○ こんにゃく版 09D01 ○ 印刷用膠版 1616

16 160172 printed timetables ○ 時刻表 26A01 ○ 印製之時間表 1607

16 160173
moisteners for gummed surfaces [office

requisites]
○

のり付け加工された面用の給湿具
（事務用品に当たるものに限る。）

25B01 ○ 背膠面濕潤器 1610

16 160174 postcards ○ はがき 25B01,26A01 ○ 明信片 1607

16 160175 printed matter ○ 印刷物 26A01 ○ 印刷品 1607

16 160176 hand labelling appliances ○ ラベル貼付用手持器具 09D01 ○ 手提標籤機 1610

16 160177 printers' blankets, not of textile ○
印刷機用ブランケット（織物製のも
のを除く。）

09A11 ○ 非紡織品製印刷機用墊 1616

16 160178 printing sets, portable [office requisites] ○ 事務用携帯式印刷セット 09D01 X 可攜式印刷用具組（事務用品） ―

16 160179 printed publications ○ 出版物 26A01 ○ 印刷出版品 1607

16 160180 handbooks [manuals] ○ ハンドブック 26A01 ○ 手冊 1607

16 160180 manuals [handbooks] ○ ハンドブック 26A01 ○ 記事本 1607

16 160182 writing paper ○ 筆記用紙 25A01,25B01 ○ 書寫用紙 1601

16 160183 paperweights ○ 文鎮 25B01 ○ 紙鎮 1612

16 160184 tracing needles for drawing purposes ○ 製図用トレース針 09D01 ○ 製圖用描圖針 1612

16 160185 drawing pens ○ 製図・デッサン用からす口 09D01,25B01 ○ 製圖筆 1612

16 160186 table linen of paper ○ 紙製テーブルリネン 19A05,19B38,20C01 ○ 紙製桌布；紙桌巾 1602



16 160187 lithographs ○ 石版画 26A01,26B01 ○ 石版畫 1607

16 160188 lithographic stones ○ 石版石 09A11 ○ 石印石 1616

16 160189 booklets ○ 小冊子 26A01 ○ 小冊子 1607

16 160190 luminous paper ○ りん光紙 25A01 ○ 螢光紙 1601

16 160191 papier mache ○ 張子紙 25A01 ○ 鑄型紙 1601

16 160192 manifolds [stationery] ○ カーボン紙併用複写用紙 25B01 ○ 複寫紙 1601

16 160193 marking chalk ○ 印付け用チョーク 19B03,25B01 ○ 標記用粉筆 1612

16 160195 plastics for modelling ○ 模型用プラスチック製品 24A01,25B01 ○ 製模型用塑料 1627

16 160196 modelling materials ○
模型又は塑像製作用の粘土・ペース
ト・ろうなどの材料

01A02,05D01,25B01 ○ 製作模型用材料 1627

16 160197 modelling paste ○ 模型又は塑像製作用のペースト 01A02 ○ 模型用濕黏土 1627

16 160198 handkerchiefs of paper ○ 紙製ハンカチ 19B38 ○ 紙製手帕 1602

16 160199 inking sheets for duplicators ○ 謄写機用インクシート 09D01 ○ 複寫機用墨紙 1601

16 160200 tablecloths of paper ○ 紙製テーブルクロス 20C01 ○ 紙製桌布 1602

16 160201 blackboards ○ 黒板 25B01 ○ 黑板 1610

16 160202 paper-clips ○ クリップ 25B01 ○ 迴紋針 1610

16 160203 numbering apparatus ○ ナンバリング 09D01,25B01 ○ 號碼機 1610

16 160204 oleographs ○ 油絵風石版画 26B01 ○ 石印油畫 1607

16 160205 binding strips [bookbinding] ○ 製本用テープ 25B01 ○ 裝訂書用裝訂帶 1610

16 160206 sealing wafers ○ 封かん紙 25B01 ○ 封條 1607

16 160207 palettes for painters ○ 絵画用パレット 25B01 ○ 繪畫用調色盤 1612

16 160208 pantographs [drawing instruments] ○ パントグラフ（製図用具） 09D01 ○ 縮圖器 1624

16 160209 stationery ○ 文房具 25B01 X 文具 ―

16 160210 parchment paper ○ 硫酸紙 25A01 ○ 仿羊皮紙 1601

16 160211 pastels [crayons] ○ パステル（クレヨン） 25B01 ○ 粉蠟筆 1612

16 160212 sewing patterns ○ 裁縫用型紙 19B03 ○ 縫紉圖案 1607

16 160214 stencil cases ○ ステンシル用容器
09D01,09G56,19B03,

25B01
○ 鏤花模版盒 1616

16 160215 house painters' rollers ○ ペンキ用ローラー 13B04 ○ 房屋繪畫用滾筒 1612

16 160216 canvas for painting ○ カンバス 25B01 ○ 畫布 1612

16 160217 paint boxes for use in schools ○ 学校で使用するための絵の具箱 25B01 ○ 學校用顏料盒 1612

16 160218 plastic film for wrapping ○ 包装用プラスチックフィルム 18C09,19A05 ○ 包裝用塑膠膜 1609

16 160219 apparatus for mounting photographs ○ 写真台紙用具 25B01 X 照片固定用器具 ―

16 160220 photograph stands ○ 写真立て 26D01 ○ 相片架 1607

16 160221 photo-engravings ○ 写真版及び写真版印刷物 09A11,26A01 ○ 照相凸版 1616

16 160223 blueprints ○ 青写真 26A01 ○ 藍圖 1607

16 160223 plans ○ 設計図 26A01 ○ 平面圖 1607

16 160224 paper creasers [office requisites] ○ 紙折り器（文房具） 25B01 ○ 摺紙棒（事務用品） 1610

16 160225 fountain pens ○ 万年筆 25B01 ○ 自來水筆 1612

16 160226 stencil plates ○ ステンシル板
09D01,09G56,19B03,

25B01
○ 鏤花模版 1616

16 160227 stencils ○ ステンシル
09D01,09G56,19B03,

25B01
○ 鏤花模版 1616

16 160228 portraits ○ ポートレート
20C01,20D50,26B01,

26D01
○ 畫像 1607

16 160229 covers of paper for flower pots ○ 植木鉢用紙製覆い 19B32 ○ 紙製花盆套 1608

16 160229 flower-pot covers of paper ○ 植木鉢用紙製覆い 19B32 ○ 紙製花盆套 1608

16 160230 mimeograph apparatus and machines ○ 謄写版用機器 09D01 ○ 滾筒油印機 1616

16 160231
paper tapes and cards for the recordal of

computer programmes
○

コンピュータプログラム記録用の紙
テープ及びカード

25B01 ○ 電腦程式記錄用紙帶及紙卡 1607

16 160232 prospectuses ○ 説明書 26A01 ○ 說明書 1607

16 160233 paper for radiograms ○ 無線電信用紙 25A01 ○ 無線電報用紙 1601

16 160234 drawing rulers ○ 製図・デッサン用定規 09D01,25B01 ○ 繪圖用尺 1624

16 160235 printers' reglets ○ 印刷用インテル 09A11 ○ 印刷用行間模板 1616

16 160236 bookbinding material ○ 製本用材料
15A01,16A01,16C02,

18A01,25A01,25B01
○ 書籍裝訂材料 1610

16 160238 bookbinding cloth ○ 製本用クロス 16C02,25B01 ○ 裝訂書用裝訂布 1610

16 160238 cloth for bookbinding ○ 製本用クロス 16C02,25B01 ○ 裝訂書用裝訂布 1610

16 160239 bookbinding cords ○ 製本用ひも 18A01,25B01 ○ 裝訂書用裝訂線 1610

16 160239 cords for bookbinding ○ 製本用ひも 18A01,25B01 ○ 裝訂書用裝訂線 1610

16 160241 inking sheets for document reproducing machines ○ 文書複写機用インクシート 09D01 ○ 文件複寫機用墨紙 1601

16 160242 pens [office requisites] ○ ペン（事務用品） 25B01 ○ 鋼筆（事務用） 1612

16 160243 magazines [periodicals] ○ 雑誌（定期刊行物） 26A01 ○ 雜誌 1607

16 160244
paper ribbons, other than haberdashery or hair

decorations
○

紙製リボン（裁縫用小物又は髪飾り
を除く。）

25B01 ○ 非服飾或頭髮裝飾用之紙帶 1601

16 160245 typewriter ribbons ○ タイプライターのリボン 09D01 ○ 打字機色帶 1610

16 160246
bags [envelopes, pouches] of paper or plastics,

for packaging
○ 紙製又はプラスチック製の包装袋 18C04,18C09 ○ 紙製或塑膠製包裝袋 1608、1609

16 160247 stamp pads ○ 印章用パッド 25B01 ○ 印台 1610

16 160248 school supplies [stationery] ○
学用品（文房具に当たるものに限
る。）

25B01 X 學校用品（文具） ―

16 160249 bookmarks ○ しおり 25B01 ○ 書籤 1607

16 160249 bookmarkers ○ しおり 25B01 ○ 書籤 1607

16 160250 greeting cards ○ グリーティングカード 25B01 ○ 問候卡 1607

16 160251 steatite [tailor's chalk] ○ ステアタイト（裁縫用チャコ） 19B03 ○ 塊滑石（裁縫用畫餅） 1623

16 160253 balls for ball-point pens ○ ボールペン用ボール 25B01 ○ 原子筆用筆珠 1612

16 160254 tablemats of paper ○ 紙製テーブルマット 19A05 ○ 紙製桌墊 1602

16 160255 desk mats ○ デスクマット 25B01 ○ 書寫墊 1610

16 160257 typewriter keys ○ タイプライターのキー 09D01 ○ 打字機鍵 1616

16 160258 holders for stamps [seals] ○ スタンプホルダー 25B01 ○ 印章盒 1610

16 160259 cases for stamps [seals] ○ 印章用容器 25B01 ○ 印章盒 1610

16 160260 postage stamps X ［郵便切手］ ― ○ 郵票 1607

16 160261 stamp stands ○ 印章用マット 25B01 ○ 印章架 1610

16 160262 transparencies [stationery] ○
トランスペアレンシー（文房具に当
たるものに限る。）

25B01 ○ 透明紙 1601

16 160263 vignetting apparatus ○
ビネット用器具（挿し絵・図版の位
置合わせ用の額縁類）

25B01,26B01,26D01 X 漸暈器具 ―

16 160264
gluten [glue] for stationery or household

purposes
○

文房具としての又は家庭用のグルテ
ン（にかわ）

01A02 ○ 文具或家庭用黏膠 1610

16 160265
adhesives [glues] for stationery or household

purposes
○

文房具としての又は家庭用の接着剤
（にかわ）

01A02 ○ 文具或家庭用黏膠 1610

16 160266
adhesive tapes for stationery or household

purposes
○

文房具としての又は家庭用の接着
テープ

25B01 ○ 文具用及家庭用膠帶 1610

16 160268 address plates for addressing machines ○ あて名印刷機用アドレスプレート 09D01 ○ 地址機用印版 1616

16 160269 almanacs ○ 年鑑 26A01 ○ 年曆 1607

16 160270 calendars ○ カレンダー 26A01 ○ 日曆 1607

16 160271
starch paste [adhesive] for stationery or

household purposes
○

文房具としての又は家庭用のでん粉
のり（接着剤）

01A02 ○ 文具或家庭用漿糊 1610

16 160273 paintbrushes ○ 絵筆及び塗装用ブラシ 13B04,25B01 ○ 畫筆 1612

16 160274
self-adhesive tapes for stationery or household

purposes
○

文房具としての又は家庭用の粘着
テープ

25B01 ○ 文具用及家庭用膠帶 1610

16 160275 elastic bands for offices ○ 事務用ゴムバンド 18C12,25B01 ○ 橡皮筋 1610

16 160276 bibs of paper ○ 紙製のよだれ掛け又は胸当て 17A04,19B38 ○ 紙圍兜 1602

16 160278 wood pulp board [stationery] ○ 木材パルプ製ボード紙（文房具） 25B01 ○ 文具用木漿板 1601

16 160279 wood pulp paper ○ 木材パルプ製紙 25A01 ○ 木漿紙 1601

16 160280 boxes of paper or cardboard ○ 紙製又は厚紙製の箱 18C04 ○ 紙箱或紙板箱 1608

16 160281 stands for pens and pencils ○ 筆立て 25B01 ○ 筆筒 1610

16 160282 bottle envelopes of paper or cardboard ○ 紙製又は厚紙製の瓶包み 18C04,25A01,25B01 ○ 紙製或紙板製瓶口封套 1608

16 160283 coasters of paper ○ 紙製コースター 19A05 ○ 紙杯墊 1602

16 160284 announcement cards [stationery] ○ 通知状用カード（文房具） 25B01 ○ 通告卡 1607

16 160285 plastic bubble packs for wrapping or packaging ○ プラスチック製気泡状包装材料 18C09 ○ 包裝用塑膠氣泡袋 1609

16 160286 flags of paper ○ 紙製旗 19B22 ○ 紙製旗幟 1613

16 160287 paper shredders for office use ○
文書用シュレッダー（事務用のも
の）

09D01 ○ 辦公室用碎紙機 1610

16 160288 sheets of reclaimed cellulose for wrapping ○ 包装用再生セルロースシート 25A01 ○ 包裝用再生纖維紙 1601

16 160289
desktop cabinets for stationery [office

requisites]
○ 事務用文具収納箱 25B01 ○ 桌上用文具箱（辦公室用品） 1610



16 160290 glue for stationery or household purposes ○ 文房具としての又は家庭用のにかわ 01A02 ○ 文具或家庭用膠水 1610

16 160290 pastes for stationery or household purposes ○ 文房具としての又は家庭用ののり 01A02 ○ 文具或家庭用漿糊 1610

16 160291 paper knives [letter openers] ○ ペーパーナイフ 25B01 ○ 裁紙刀（拆信件用） 1610

16 160292 garbage bags of paper or of plastics ○
紙製又はプラスチック製のごみ収集
用袋

19A06 ○ 紙製或塑膠製垃圾袋 1608、1609

16 160293 pencil sharpeners, electric or non-electric ○ 鉛筆削り（電気式又は非電気式） 11A06,25B01 ○ 電動或非電動削鉛筆刀 1610

16 160294 tissues of paper for removing make-up ○

化粧落とし用ティッシュペーパー
（化粧落とし剤を浸み込ませたもの
を除く。）

19B38 ○ 卸粧用紙巾 1602

16 160295 table napkins of paper ○ 紙製テーブルナプキン 19B38 ○ 紙餐巾 1602

16 160296 place mats of paper ○ 紙製食卓マット 19A05 ○ 紙製桌墊 1602

16 160297 squares for drawing ○ 製図・デッサン用直角定規 09D01,25B01 ○ 製圖用直角三角尺 1624

16 160298 T-squares for drawing ○ 製図・デッサン用Ｔ定規 09D01,25B01 ○ 製圖用丁字尺 1624

16 160299 penholders ○ ペン軸 25B01 ○ 筆架；筆筒；筆插 1612

16 160300 writing cases [stationery] ○ 筆記用具箱（文房具） 25B01 ○ 文具盒 1610

16 160301 inkstands ○ インキスタンド 25B01 ○ 墨水台 1612

16 160302 writing cases [sets] ○ 筆記用具箱（セット） 25B01 ○ 文具盒 1610

16 160303 handwriting specimens for copying ○ 手書き書体の練習帳 25B01 ○ 臨摹用字帖 1607

16 160304 bottle wrappers of paper or cardboard ○ 紙製又は厚紙製の瓶用包装紙 18C04,25A01,25B01 ○ 紙製或紙板製包裝瓶用封套 1608

16 160305 placards of paper or cardboard ○ 紙製又は厚紙製の掲示板 20D04,25B01 ○ 紙製或厚紙板製告示板 1625

16 160306 towels of paper ○ 紙製タオル 19B38 ○ 紙巾 1602

16 160307 face towels of paper ○ 紙製顔ふきタオル 19B38 ○ 紙製洗面巾 1602

16 160308 labels of paper or cardboard ○ 紙製又は厚紙製ラベル 25B01 ○ 紙製或紙板製標籤 1610

16 160309 etching needles ○ エッチング針 25B01 ○ 蝕刻針 1616

16 160310 viscose sheets for wrapping ○ 包装用ビスコースシート 18C09,19A05 ○ 包裝用纖維紙 1601

16 160311
gums [adhesives] for stationery or household

purposes
○

文房具としての又は家庭用のゴムの
り

01A02 ○ 文具或家庭用黏著劑 1610

16 160312 gummed cloth for stationery purposes ○
文房具としての製本用ゴム引き布表
紙

25B01 ○ 文具用膠布 1610

16 160313 isinglass for stationery or household purposes ○
文房具としての又は家庭用のアイシ
ングラス

01A02 ○ 文具或家庭用魚膠 1610

16 160324 paper coffee filters ○ 紙製コーヒーフィルター 19A05 ○ 咖啡濾紙 1601

16 160325
plastic cling film, extensible, for

palletization
○

パレット運搬用伸縮プラスチック製
密着フィルム

18C09 ○ 運貨拖板包裝用塑膠收縮膜 1609

16 160327 signboards of paper or cardboard ○ 紙製又は厚紙製の看板 20D04 ○ 紙製或厚紙板製告示板 1625

16 160328 stickers [stationery] ○ ステッカー 25B01 ○ 自黏性標籤 1610

16 160330
bookbinding apparatus and machines [office

equipment]
○ 事務用製本機械器具 09D01 ○ 文件裝訂機 1610

16 160331 comic books ○ 漫画本 26A01 ○ 漫畫書 1607

16 160332 copying paper [stationery] ○ 複写用紙 25B01 ○ 影印紙 1601

16 160333 holders for checkbooks ○ 小切手帳ホルダー 21C01 ○ 支票簿夾 1610

16 160333 holders for cheque books ○ 小切手帳ホルダー 21C01 ○ 支票簿夾 1610

16 160334 ink sticks ○ 墨 25B01 ○ 墨條 1612

16 160335 ink stones [ink reservoirs] ○ すずり 25B01 ○ 硯台 1612

16 160336 musical greeting cards ○
メロディー付きグリーティングカー
ド

25B01 ○ 問候用音樂卡 1607

16 160337 newsletters ○ ニューズレター 26A01 ○ 時事通訊本 1607

16 160338 packaging material made of starches ○ 澱粉を原料とする包装用材 18C04 ○ 澱粉製包裝用襯墊 1601

16 160339 waxed paper ○ ろう紙 25A01 ○ 蠟紙 1601

16 160340 passport holders ○ パスポートホルダー 21C01 ○ 護照套 1610

16 160342 writing brushes ○ 毛筆 25B01 ○ 毛筆 1612

16 160343 writing instruments ○ 筆記用具 25B01 ○ 書寫用具 1612

16 160344 drawer liners of paper, perfumed or not ○
引き出し用紙製ライナー（香り付き
のもの又は香り付きでないもの）

19B99 ○ 抽屜襯墊紙 1602

16 160345 credit card imprinters, non-electric ○
クレジットカード用刻印器（電気式
でないもの）

09D01 ○ 非電子式信用卡刷卡機 1610

16 160346 document laminators for office use ○ 卓上ラミネーター 09D01 ○ 事務用文件護貝機 1610

16 160347 papers for painting and calligraphy ○ 水彩画用紙及び書道用紙 25A01 ○ 繪圖及書法用紙 1601

16 160348 writing board erasers ○ 黒板ふき 25B01 ○ 書寫板用板擦 1610

16 160349 clipboards ○ クリップボード 25B01 ○ 附有紙夾的書寫板 1610

16 160350 chart pointers, non-electronic ○
図表指示棒（電子式のものを除
く。）

25B01 ○ 非電子的圖表指示器 1610

16 160351
paper bows, other than haberdashery or hair

decorations
○

紙製蝶型リボン（裁縫用小物又は髪
飾りを除く。）

25B01 ○ 非服飾或頭髮裝飾用之紙製蝴蝶結 1613

16 160352 molds for modelling clays [artists' materials] ○
粘土模型製作用又は粘土塑像製作用
の型（美術材料）

25B01 ○ 藝術家雕塑黏土用模型 1627

16 160352 moulds for modelling clays [artists' materials] ○
粘土模型製作用又は粘土塑像製作用
の型（美術材料）

25B01 ○ 藝術家雕塑黏土用模型 1627

16 160353 money clips ○ 紙幣用クリップ 21C01 ○ 錢夾 1610

16 160354 trading cards, other than for games ○
トレーディングカード（ゲーム用の
ものを除く。）

26A01 ○ 非遊戲用交換卡 1607

16 160355
absorbent sheets of paper or plastic for

foodstuff packaging
○

紙製又はプラスチック製の吸収機能
を有する食品包装用シート

18C04,18C09,19A05 ○ 紙或塑料製食品包裝用吸收紙 1601

16 160356
humidity control sheets of paper or plastic for

foodstuff packaging
○

紙製又はプラスチック製の食品包装
用調湿シート

18C04,18C09,19A05 ○ 紙或塑料製食品包裝用濕度調節紙 1601

16 160357 correcting tapes [office requisites] ○ 修正テープ（事務用品） 25B01 ○ 修正帶（辦公用品） 1610

16 160358 paint trays ○ ペンキ用トレー 13B04 ○ 顏料盤 1612

16 160359 marking pens [stationery] ○ マーキングペン（文房具） 25B01 ○ 記號筆（文具） 1612

16 160360 flyers X ［チラシ］ ― ○ 傳單 1607

16 160361 document holders [stationery] ○ 書類ホルダー（文房具） 25B01 ○ 文件架（文具） 1610

16 160362 page holders ○ ページホルダー 25B01 ○ 書頁夾 1610

16 160363 polymer modelling clay ○ 模型又は塑像製作用のポリマー粘土 25B01 ○ 軟陶 1627

16 160364 obliterating stamps ○ 消印器 09D01 ○ 印記清除器 1610

16 160365
packing [cushioning, stuffing] materials of

paper or cardboard
○ 紙製又は厚紙製包装用詰物材料 18C04 ○ 紙或紙板製緩衝填塞包裝材料 1628

16 160366 padding materials of paper or cardboard ○ 紙製又は厚紙製詰物材料 18C04 ○ 紙或紙板製填塞材料 1628

16 160366 stuffing of paper or cardboard ○ 紙製又は厚紙製の詰物用材料 18C04 ○ 紙或紙板製填塞材料 1628

16 160367 banknotes X ［紙幣］ ― ○ 紙鈔 1607

16 160368 spray chalk ○ スプレー式チョーク 25B01 ○ 噴霧粉筆 1612

16 160369 printed coupons ○ クーポン券（印刷物） 26A01 ○ 印刷優惠券 1607

16 160370 rice paper* ○ ライスペーパー 25A01 ○ 宣紙 1601

16 160371 plastic bags for pet waste disposal ○
ペットの排泄物用プラスチック製ご
み袋

19A06 ○ 寵物排泄物處置用塑膠袋 1609

16 160372 washi ○ 和紙 25A01 ○ 和紙 1601

16 160373 table runners of paper ○ 紙製テーブルランナー 20C01 ○ 紙桌布 1602

16 160374 printed sheet music ○ 印刷された楽譜 26A01 ○ 印刷樂譜 1607

16 160375 banners of paper ○ 紙製のぼり 19B22 ○ 紙旗幟 1613

16 160376 bunting of paper ○ 紙製の旗 19B22 ○ 紙彩旗 1613

16 160377 animation cels ○ アニメーションのセル画 26B01 ○ 手繪動畫用描圖紙 1601

16 160378
paper bags for use in the sterilisation of

medical instruments
○ 医療用器具の滅菌保持用紙袋 10D01 ○ 醫療器械消毒用紙袋 1608

16 160378
paper bags for use in the sterilization of

medical instruments
○ 医療用器具の滅菌保持用紙袋 10D01 ○ 醫療器械消毒用紙袋 1608

16 160379 name badge holders [office requisites] ○ 名札ホルダー（事務用品） 25B01 ○ 識別證套（事務用品） 1610

16 160380
retractable reels for name badge holders [office

requisites]
○

名札ホルダー用の収納可能なリール
（事務用品）

25B01 ○ 識別證套用伸縮拉扣（事務用品） 1610

16 160381 clips for name badge holders [office requisites] ○
名札ホルダー用クリップ（事務用
品）

25B01 ○ 識別證套用夾（事務用品） 1610

16 160382 paper for medical examination tables ○ 医療用診察台に使用される紙 25A01 ○ 醫學檢查台用紙 1602

16 160383 dental tray covers of paper ○ 歯科用紙製トレイカバー 10D01 ○ 紙製牙科托盤蓋 1608

16 160384 bibs, sleeved, of paper ○ 紙製袖付きよだれ掛け又は胸当て 17A04,19B38 ○ 紙圍兜；紙製套管 1602；1608

16 160385 paper cutters [office requisites] ○ ペーパーカッター（事務用品） 25B01 ○ 切紙機（事務用品） 1610

16 160386 stencils for decorating food and beverages ○ 食品及び飲料の装飾用ステンシル 19A05 ○ 用於裝飾食品和飲料的噴花模板 1610

16 160387 name badges [office requisites] ○ 名札（事務用品） 25B01 ○ 名牌（事務用品） 1607

16 160388 barcode ribbons ○ バーコード用インクリボン 09D01 ○ 條碼色帶 1610

16 160389 glitter for stationery purposes ○ 文房具としてのグリッター 01A02,25B01 ○ 文具用亮粉 1610

16 160390 baggage claim check tags of paper ○ 紙製手荷物預かり証 19B46 ○ 紙製行李標籤牌 1614

16 160391 paper wipes for cleaning ○ 紙製の清浄用ワイプ 19B38 ○ 擦拭用紙巾 1602



16 160392 protective covers for books ○ 書籍用保護カバー 25B01 ○ 書套 1610

16 160393 colouring books ○ ぬり絵本 26A01 ○ 著色本 1607

16 160393 coloring books ○ ぬり絵本 26A01 ○ 繪圖本 1607

16 160394 colouring pictures ○ ぬり絵 24A01 ○ 著色圖 1607

16 160394 coloring pictures ○ ぬり絵 24A01 ○ 著色圖 1607

16 160395 origami folding paper ○ 折り紙 24A01 ○ 摺紙藝術用摺紙 1601

16 160396 carrier bags of paper or plastic ○ 紙製又はプラスチック製のレジ袋 19B99 ○ 紙或塑膠購物袋 1608、1609

16 160396 shopping bags of paper or plastic ○ 紙製又はプラスチック製のレジ袋 19B99 ○ 紙或塑膠購物袋 1608、1609

16 160397 mezuzah parchments ○ メズーザーの羊皮紙 19B45,20C01,20C50 ○ 經文用羊皮紙 1601

16 160398 mezuzah cases ○ メズーザーケース 19B45,20C01,20C50 ○ 門框經文盒 1610

16 160399 baking paper ○ ベーキングペーパー 19A05 ○ 烘焙紙 1601

16 160400 magnetic boards being office requisites ○ マグネット式ボード（事務用品） 25B01 ○ 辦公用磁性黑白板 1610

16 160401 flip charts ○ フリップチャート 25B01 ○ 掛圖 1607

16 160402 souvenir banknotes ○ 土産物としての紙幣 20E99 ○ 紀念鈔票 1607

16 160403 plantable seed paper [stationery] X
［植えることができるシードペー
パー（文房具）］

― ○ 種植用種子紙（文具） 1601

16 160404 floor decals ○ 床用ステッカー 25B01 ○ 地板貼紙 1603

16 160405 seaweed-based film for wrapping ○ 海藻を主原料とする包装用フィルム 18C09,19A05 ○ 包裝用海藻基薄膜 1609

17 170001 cellulose acetate, semi-processed ○ 半加工酢酸セルロース 34A01 ○ 半加工醋酸纖維素 1710

17 170002 acrylic resins, semi-processed ○ 半加工のアクリル樹脂 34A01 ○ 半加工丙烯酸樹脂 1710

17 170003 asbestos safety curtains ○ 石綿製防火幕 09G02 ○ 石棉製防火幕 1708

17 170003 safety curtains of asbestos ○ 石綿製防火幕 09G02 ○ 石棉製防火幕 1708

17 170004 rings of rubber ○ ゴム製リング 13C01 ○ 橡膠環 1714

17 170005 asbestos slate ○ 石綿製スレート 34E09 ○ 石棉板 1708

17 170005 slate asbestos ○ 石綿製スレート 34E09 ○ 石棉板 1708

17 170006 watering hose ○ 散水用ホース 09G02,19B32 ○ 灑水軟管 1713

17 170008 soundproofing materials ○ 防音材
16A01,16C01,34A01,

34B01,34E02,34E09,

34E10

○ 隔音材料 1708

17 170009 stuffing rings ○ スタッフィング用リング 09F06 ○ 填塞墊圈 1714

17 170009 water-tight rings ○ 水密用リング 09F06 ○ 防水圈 1714

17 170010 balata ○ バラタ 34B01 ○ 巴拉塔樹膠 1710

17 170011 waterproof packings ○ 防水用パッキング 09F06 ○ 防水填料 1717

17 170012 rubber seals for jars ○ 瓶用ゴム製シール材 18C13 ○ 瓶蓋用橡膠密封墊圈 1714

17 170013 draught excluder strips ○ すき間風遮断用細片 07A03 ○ 門窗擋風雨條 1714

17 170013 weatherstripping ○ すき間ふさぎ用材料 07A03 ○ 門窗擋風雨條 1714

17 170014 padding materials of rubber or plastics ○
ゴム製又はプラスチック製の詰物用
材料

18C08,18C09 ○ 橡膠或塑膠製填塞材料 1705

17 170014 stuffing of rubber or plastics ○
ゴム製又はプラスチック製の詰物用
材料

18C08,18C09 ○ 橡膠或塑膠製填塞材料 1705

17 170015 weatherstripping compositions ○ すき間ふさぎ用合成物 07A03 ○ 門窗擋風雨合成物 1714

17 170016 non-conducting materials for retaining heat ○ 保温用断熱材料
07A03,14A06,34A01,

34B01,34E09
○ 保溫用隔熱材料 1708

17 170017 rubber, raw or semi-worked ○ 未加工又は半加工のゴム 34B01 ○ 未加工或半加工橡膠 1710

17 170018 rubber stoppers ○ ゴム栓 18C13 ○ 橡膠塞 1712

17 170019 clack valves of rubber ○ ゴム製逆止弁 09F05 ○ 橡膠製瓣閥 1725

17 170020 synthetic rubber ○ 合成ゴム 34B01 ○ 合成橡膠 1710

17 170021 shock-absorbing buffers of rubber ○ ゴム製衝撃吸収緩衝材 18C08 ○ 橡膠製緩衝減震器 1712

17 170022 flexible hoses, not of metal ○
フレキシブル管（金属製のものを除
く。）

34A01,34B01 ○ 非金屬製可撓軟管 1713

17 170023 insulating materials ○ 電気絶縁・断熱・防音用材料
09G99,11D01,14A06,

16A01,16C01,34A01,

34B01,34E09,34E10

○ 絕緣材料
1708、1715、
1716、1718

17 170024 compositions to prevent the radiation of heat ○ 熱放射防止用構成物
09G99,14A06,34A01,

34B01,34E09,34E10
○ 防熱輻射材料 1708

17 170025 hoses of textile material ○ 織物製ホース 09G02 ○ 紡織材料製軟管 1713

17 170026
boiler composition to prevent the radiation of

heat
○ ボイラー熱放射防止用構成物

09B01,09G99,14A06,

34E09,34E10
○ 鍋爐隔熱材料 1708

17 170029 paper for electrical capacitors ○ 蓄電器用紙 25A01 ○ 電容器用紙 1718

17 170030 joint packings for pipes ○ 管用継ぎ手用のパッキング 09F06 ○ 管接頭用襯墊 1714

17 170030 pipe gaskets ○ 管用ガスケット 09F06 ○ 管用墊圈 1714

17 170031 cords of rubber ○ ゴム製ひも 18A01 ○ 橡膠繩 1716

17 170032 cotton wool for packing [caulking] ○ 包装用の詰綿 14A01,18C05 ○ 包裝填隙用棉絮 1723

17 170033 cylinder jointings ○ シリンダー接続材料 09C01 ○ 汽缸密封材料 1714

17 170034 dielectrics [insulators] ○ 絶縁誘導体 11D01 ○ 絕緣電介質 1716

17 170035 asbestos sheets ○ 石綿製シート 34E09 ○ 石棉片 1708

17 170036 ebonite ○ エボナイト 34B01 ○ 硬橡膠 1710

17 170037 bark coverings for sound insulation ○ 防音用樹皮製被覆材料 07A03 ○ 隔音用樹皮覆蓋物 1708

17 170038 elastic threads, other than for textile use ○ 弾性糸（織物用のものを除く。） 15A01 ○ 非紡織用彈性紗線 1710

17 170038 elastic yarns, other than for textile use ○ 弾性糸（織物用のものを除く。） 15A01 ○ 非紡織用彈性紗線 1710

17 170039 clutch linings ○ クラッチのライニング 09F02 ○ 離合器來令片 1714

17 170040 caulking materials ○ 充填用材料 07A03 ○ 填隙材料 1717

17 170041 expansion joint fillers ○ 伸縮継手用充てん材料 09F06 ○ 膨脹式接縫填料 1717

17 170041 fillers for expansion joints ○ 伸縮継手用充てん材料 09F06 ○ 膨脹式接縫填料 1717

17 170042 chemical compositions for sealing leaks ○ 漏出箇所密封用化学合成物 07A03 ○ 填縫用化學合成製劑 1717

17 170043 gaskets ○ ガスケット 09F06 ○ 墊圈；密封墊 1714

17 170043 joint packings ○ パッキング 09F06 ○ 接頭襯墊 1714

17 170044 asbestos felt ○ 石綿製フェルト 16C01 ○ 石棉氈 1708

17 170045 insulating felt ○ 電気絶縁・断熱・防音用フェルト 09G99,11D01,16C01 ○ 絕緣氈 1718

17 170046 vulcanized fiber ○ バルカンファイバー 25A01 ○ 硫化纖維 1710

17 170046 vulcanized fibre ○ バルカンファイバー 25A01 ○ 硫化纖維 1710

17 170047 soldering threads of plastic ○ 接合用プラスチック製糸 15A01 ○ 接合用塑料焊條 1712

17 170047 threads of plastic for soldering ○ 接合用プラスチック製糸 15A01 ○ 接合用塑料焊條 1712

17 170048 brake lining materials, partly processed ○ ブレーキライニング用半加工材料 09F04 ○ 半加工煞車來令片材料 1710

17 170050 gutta-percha ○ グタペルカ 34B01 ○ 馬來樹膠 1710

17 170051 insulating oil for transformers ○ 変圧器用絶縁油 11D01 ○ 變壓器用絕緣油 1715

17 170052 insulating oils ○ 絶縁油 11D01 ○ 絕緣油 1715

17 170053
foil of regenerated cellulose, other than for

wrapping
○

再生セルロース箔（包装用のものを
除く。）

34A01 ○ 非包裝用再生纖維素薄膜 1706

17 170053
sheets of regenerated cellulose, other than for

wrapping
○

再生セルロースシート（包装用のも
のを除く。）

34A01 ○ 非包裝用再生纖維素薄片 1706

17 170055 insulating paper ○ 絶縁紙 11D01 ○ 絕緣紙 1718

17 170056 insulating fabrics ○ 電気絶縁・断熱・防音用織物
09G99,11D01,16A01,

34E09
○ 絕緣織物 1718

17 170057 insulating varnish ○ 絶縁用ワニス 11D01 ○ 絕緣清漆 1715

17 170058
substances for insulating buildings against

moisture
○ 建築用防湿材料 07A03 ○ 建築用防潮材料 1708

17 170059 foils of metal for insulating ○ 電気絶縁・断熱・防音用金属箔 06A02,09G99,11D01 ○ 絕緣用金屬箔 1718

17 170059 metal foil for insulation ○ 電気絶縁・断熱・防音用金属箔 06A02,09G99,11D01 ○ 絕緣用金屬箔 1718

17 170060 insulating paints ○ 絶縁用ペイント 11D01 ○ 絕緣塗料 1715

17 170061 slag wool [insulator] ○ 電気絶縁・断熱・防音用鉱さい綿
09G99,11D01,14A06,

34E09
○ 礦渣棉 1708

17 170062 mineral wool [insulator] ○ 電気絶縁・断熱・防音用鉱物綿
09G99,11D01,14A06,

34E09
○ 礦物棉 1708

17 170063 glass wool for insulation ○
電気絶縁・断熱・防音用グラスウー
ル

09G99,11D01,14A06,

34E09
○ 絕緣用玻璃棉 1718

17 170064 latex [rubber] ○ ラテックス（ゴム） 34B01 ○ 乳膠 1710

17 170065 canvas hose pipes ○ キャンバス製ホース 09G02 ○ 帆布軟管 1713

17 170066 lute ○ 封泥 07A03 ○ 封泥 1717

17 170067 pipe jackets, not of metal ○
管用ジャケット（金属製のものを除
く。）

09F06 ○ 非金屬製管套 1713

17 170067 pipe muffs, not of metal ○
管用筒形継手（金属製のものを除
く。）

09F06 ○ 非金屬製管套 1713



17 170068 rubber sleeves for protecting parts of machines ○ 機械部品保護用のゴム製スリーブ 34B01 ○ 機械零件保護用橡膠套 1712

17 170068
sleeves of rubber for protecting parts of

machines
○ 機械部品保護用のゴム製スリーブ 34B01 ○ 機械零件保護用橡膠套 1712

17 170069 sealant compounds for joints ○ 継ぎ目用シール材 07A03 ○ 接頭用密封劑 1717

17 170070 mica, raw or partly processed ○ 未加工又は半加工の雲母 06B01 ○ 未加工或半加工雲母 1707

17 170071 asbestos paper ○ 石綿紙 25A01 ○ 石棉紙 1708

17 170072 plastic film, other than for wrapping ○
プラスチックフィルム（包装用のも
のを除く。）

34A01 ○ 非包裝用塑膠膜 1706

17 170073 junctions, not of metal, for pipes ○
管用接続具（金属製のものを除
く。）

09F06 ○ 非金屬製管接頭 1713

17 170074 connecting hose for vehicle radiators ○ 乗物のラジエーター用連結ホース 09B01 ○ 交通工具散熱器用連接軟管 1713

17 170075 artificial resins, semi-processed ○ 半加工人造樹脂 34A01 ○ 半加工人造樹脂 1710

17 170075 synthetic resins, semi-processed ○ 半加工合成樹脂 34A01 ○ 半加工合成樹脂 1710

17 170076 washers of rubber or vulcanized fiber ○
ゴム製又はバルカンファイバー製の
ワッシャー

13C01 ○ 橡膠或硫化纖維製墊圈 1714

17 170076 washers of rubber or vulcanized fibre ○
ゴム製又はバルカンファイバー製の
ワッシャー

13C01 ○ 橡膠或硫化纖維製墊圈 1714

17 170077
bags [envelopes, pouches] of rubber, for

packaging
○ ゴム製包装袋 18C08 ○ 包裝用橡膠袋 1705

17 170078 asbestos coverings ○ 石綿製覆い 09G02,16A01,16C01 ○ 石棉覆蓋物 1708

17 170079 asbestos fabrics ○ 石綿製織物 16A01 ○ 石棉織物 1708

17 170080 asbestos cloth ○ 石綿製布 16A01 ○ 石棉布 1708

17 170081 asbestos packing ○ 石綿製詰物 14A06 ○ 石棉填料 1708

17 170082 valves of india-rubber or vulcanized fiber ○
ゴム製又はバルカンファイバー製の
バルブ

09F05 ○ 橡膠或硫化纖維製閥 1725

17 170082 valves of india-rubber or vulcanized fibre ○
ゴム製又はバルカンファイバー製の
バルブ

09F05 ○ 橡膠或硫化纖維製閥 1725

17 170083 viscose sheets, other than for wrapping ○
ビスコースシート（包装用のものを
除く。）

34A01 ○ 非包裝用黏膠薄片 1706

17 170084 insulators for railway tracks ○
鉄道線路用の電気絶縁・断熱・防音
材料

09G99,11D01,14A06,

16A01,16C01,34A01,

34B01,34E09,34E10

○ 鐵道用絕緣體 1716

17 170085
adhesive tapes, other than stationery and not

for medical or household purposes
○

文房具以外の接着テープ（医療用及
び家庭用のものを除く。）

25B01 ○ 非文具及非醫療或非家庭用膠帶 1706

17 170086 fittings, not of metal, for compressed air lines ○
圧縮空気配管用の付属品（金属製の
ものを除く。）

09F06,13C01 ○ 壓縮空氣管道用非金屬配件 1713

17 170087 asbestos millboards ○ 石綿製ミルボード 34E09 ○ 石棉厚紙板 1708

17 170088 asbestos fibers ○ 石綿製繊維 14A06 ○ 石棉纖維 1708

17 170088 asbestos fibres ○ 石綿製繊維 14A06 ○ 石棉纖維 1708

17 170089 reinforcing materials, not of metal, for pipes ○
管用補強材料（金属製のものを除
く。）

09F06 ○ 管用非金屬製補強材料 1713

17 170091 asbestos ○ 石綿 14A06 ○ 石棉 1708

17 170092
self-adhesive tapes, other than stationery and

not for medical or household purposes
○

文房具以外の粘着テープ（医療用及
び家庭用のものを除く。）

25B01 ○ 非文具及非醫療或非家庭用膠帶 1706

17 170093 stops of rubber ○ ゴム製止め具 13C01 ○ 橡膠塞 1712

17 170094 insulators for cables ○ ケーブル用絶縁体 11D01 ○ 電纜用絕緣體 1716

17 170095 threads of rubber, other than for textile use ○ 糸ゴム（織物用のものを除く。） 15A01 ○ 非紡織用橡膠線 1710

17 170096 carbon fibers, other than for textile use ○ 炭素繊維（織物用のものを除く。） 14A06 ○ 非紡織用碳纖維 1710

17 170096 carbon fibres, other than for textile use ○ 炭素繊維（織物用のものを除く。） 14A06 ○ 非紡織用碳纖維 1710

17 170097 plastic substances, semi-processed ○ 半加工プラスチック 34A01 ○ 半加工塑膠 1710

17 170098 insulators for electric mains ○ 送電線用絶縁体 11D01 ○ 電路線用絕緣體 1716

17 170099 insulators ○ 電気絶縁・断熱・防音材料
09G99,11D01,14A06,

16A01,16C01,34A01,

34B01,34E09,34E10

○ 絕緣體
1708、1715、
1716、1718

17 170100 ebonite molds ○ エボナイト製型 34B01 ○ 硬橡膠模 1712

17 170100 ebonite moulds ○ エボナイト製型 34B01 ○ 硬橡膠模 1712

17 170101
packing [cushioning, stuffing] materials of

rubber or plastics
○

ゴム製又はプラスチック製の詰物用
材料

18C08,18C09 ○ 橡膠或塑膠製包裝緩衝填塞材料 1705

17 170102 plastic fibres, other than for textile use ○
プラスチック繊維（織物用のものを
除く。）

14A05 ○ 非紡織用塑膠纖維 1710

17 170102 plastic fibers, other than for textile use ○
プラスチック繊維（織物用のものを
除く。）

14A05 ○ 非紡織用塑膠纖維 1710

17 170103 fiberglass for insulation ○ 電気絶縁・断熱・防音用ガラス繊維
09G99,11D01,14A06,

34E09
○ 絕緣用玻璃纖維 1718

17 170103 fibreglass for insulation ○ 電気絶縁・断熱・防音用ガラス繊維
09G99,11D01,14A06,

34E09
○ 絕緣用玻璃纖維 1718

17 170103 glass fibers for insulation ○ 電気絶縁・断熱・防音用ガラス繊維
09G99,11D01,14A06,

34E09
○ 絕緣用玻璃纖維 1718

17 170103 glass fibres for insulation ○ 電気絶縁・断熱・防音用ガラス繊維
09G99,11D01,14A06,

34E09
○ 絕緣用玻璃纖維 1718

17 170104 fiberglass fabrics for insulation ○
電気絶縁・断熱・防音用ガラス繊維
製織物

09G99,11D01,16A01,

34E09
○ 絕緣用玻璃纖維織物 1718

17 170104 fibreglass fabrics for insulation ○
電気絶縁・断熱・防音用ガラス繊維
製織物

09G99,11D01,16A01,

34E09
○ 絕緣用玻璃纖維織物 1718

17 170105
threads of plastic materials, other than for

textile use
○

プラスチック製糸（織物用のものを
除く。）

15A01 ○ 非紡織用塑膠線 1710

17 170106
filtering materials of semi-processed foams of

plastic
○

多孔性のろ過用プラスチック基礎製
品

34A01 ○ 半加工發泡塑膠過濾材料 1710

17 170107 insulating tapes ○ 絶縁用テープ 11D01 ○ 絕緣膠帶 1706

17 170108 floating anti-pollution barriers ○ 汚染防止用浮遊式障壁 09G03 ○ 漂浮式防污染屏障 1724

17 170109 rubber material for recapping tires ○ タイヤ更生用ゴム材料 12A72,34B01 ○ 翻新輪胎用橡膠 1710

17 170109 rubber material for recapping tyres ○ タイヤ更生用ゴム材料 12A72,34B01 ○ 翻新輪胎用橡膠 1710

17 170110 insulating plaster ○ 電気絶縁・断熱・防音用石膏 09G99,11D01,34E10 ○ 隔熱用熟石膏；絕緣用石膏 1708、1718

17 170111 plastic sheeting for agricultural purposes ○ 農業用プラスチックシート 20D01 ○ 農業用塑膠蓋布 1706

17 170112
foam supports for flower arrangements [semi-

finished products]
○ 生け花用気泡状支持具（半完成品） 20C02 ○ 插花支撐用發泡塑料 1720

17 170113 liquid rubber ○ 液状ゴム 34B01 ○ 液狀橡膠 1710

17 170114 rubber solutions ○ ゴム液 34B01 ○ 橡膠溶液 1710

17 170115 anti-glare films for windows [tinted films] ○ 窓用遮光フィルム 34A01 ○ 窗戶用防強光薄膜 1704

17 170115 anti-dazzle films for windows [tinted films] ○ 窓用遮光フィルム 34A01 ○ 窗戶用防強光薄膜 1704

17 170116 insulating refractory materials ○
断熱・防火耐火材料（建築材料を除
く。）

09G99,14A06,16A01,

16C01,34E09,34E10
○ 隔熱耐火材料 1708

17 170117 gum, raw or semi-worked ○ 未加工又は半加工のゴム 34B01 ○ 未加工或半加工樹膠 1710

17 170118 duct tapes ○ ダクトテープ 25B01 ○ 管道膠帶 1706

17 170119 door stops of rubber ○ ゴム製ドアストップ 13C01,19B99 ○ 橡膠製門檔 1726

17 170120 window stops of rubber ○ 窓用ゴム製止め具 13C01 ○ 橡膠製窗檔 1726

17 170121 fittings, not of metal, for flexible pipes ○
フレキシブル管用付属品（金属製の
ものを除く。）

09F06 ○ 非金屬製軟管接頭配件 1713

17 170122 fittings, not of metal, for rigid pipes ○
硬質管用付属品（金属製のものを除
く。）

09F06 ○ 非金屬製硬管接頭配件 1713

17 170123 dock bumpers of rubber ○ 埠頭用ゴム製緩衝材 07A08 ○ 橡膠碼頭防撞墊 1712

17 170124
filtering materials of semi-processed films of

plastic
○

フィルム状のろ過用プラスチック基
礎製品

34A01 ○ 半加工塑膠薄膜過濾材料 1710

17 170125 plastic filaments for 3D printing ○
３Ｄプリント用のプラスチックフィ
ラメント

34A01 ○ ３Ｄ列印用塑膠線材 1710

17 170126 insulating inks ○ 絶縁用インキ 11D01 ○ 絕緣油墨 1715

17 170127 acrylic glass, semi-processed ○ 半加工の樹脂ガラス 34A01 ○ 半加工丙烯酸玻璃 1710

17 170128 organic glass, semi-processed ○ 半加工の有機ガラス 34A01 ○ 半加工有機玻璃 1710

17 170129 sew-on tags of rubber for clothing ○ 被服用のゴム製縫い付けタグ 25B01 ○ 服裝用縫合式橡膠製標籤 1727

17 170130 oil seals ○ オイルシール 09F06 ○ 油封 1714

17 170131 O-rings ○ Ｏリング 09F06 ○ Ｏ型環 1714

17 170132 non-slip pads of rubber ○ ゴム製防振パッド 34B01 ○ 橡膠製防滑墊 1712



17 170133 insulating films ○ 絶縁用フィルム 11D01 ○ 絕緣膜 1704、1706

18 180001 alpenstocks ○ アルペンストック 24C03 ○ 登山手杖 1803

18 180001 mountaineering sticks ○ 登山用ステッキ 24C03 ○ 登山手杖 1803

18 180002 animal skins ○ 獣皮 34C01 ○ 動物皮 1804

18 180002 pelts ○ 生皮 34C01,34C02 ○ 生皮 1804

18 180003 umbrella rings ○ 傘用リング 22B01 ○ 傘環 1803

18 180004 saddle trees ○ くら枠 24C02 ○ 鞍架 1805

18 180005 leather leads ○ 動物用革製引きひも 19B33 ○ 牽繫皮帶 1805

18 180005 leather leashes ○ 動物用革製引きひも 19B33 ○ 牽繫皮帶 1805

18 180006 fastenings for saddles ○ くら用留具 24C02 ○ 馬鞍扣栓 1805

18 180007 umbrella or parasol ribs ○ 傘用又は日傘用の骨 22B01 ○ 傘或遮陽傘用骨架 1803

18 180008 goldbeaters' skin ○ 金箔打ち用薄膜皮 34C01 ○ 金匠用皮 1804

18 180010 purses ○ 財布 21C01 ○ 錢包 1802

18 180011 bridoons ○ しょうろく 24C02 ○ 小勒韁 1805

18 180012 straps for soldiers' equipment ○ 兵士の装備用革ひも 08A01,08B01 ○ 士兵裝備用皮帶 1808

18 180013 music cases ○ 楽譜入れ 21C01 ○ 樂譜袋 1802

18 180014 umbrella sticks ○ 傘の中棒 22B01 ○ 拐杖傘 1803

18 180015 canes* ○ つえ 22C01 ○ 手杖* 1803

18 180015 walking sticks* ○ つえ 22C01 ○ 手杖* 1803

18 180016 walking stick seats ○ 腰掛け可能なつえ 22C01 ○ 可當椅凳的手杖 1803

18 180017 bits for animals [harness] ○ はみ 24C02 ○ 馬勒 1805

18 180018 frames for umbrellas or parasols ○ 傘用又は日傘用の骨 22B01 ○ 傘或遮陽傘用骨架 1803

18 180019 game bags [hunting accessories] ○ 狩猟用獲物袋 21C01 ○ 獵物袋 1802

18 180020 school bags ○ 通学用かばん 21C01 ○ 書包 1802

18 180020 school satchels ○ 通学用かばん 21C01 ○ 書包 1802

18 180021 card cases [notecases] ○ カード入れ 21C01 ○ 名片皮夾 1802

18 180022 leatherboard ○ レザーボード 34C01 ○ 皮板 1804

18 180023 hat boxes of leather ○ 革製帽子箱 18C11 ○ 皮製帽盒 1802

18 180025 horse collars ○ 馬の首あて 24C02 ○ 馬軛 1805

18 180026 horse blankets ○ 馬用毛布 24C02 ○ 馬毯 1805

18 180027 kid ○ キッド革 34C01 ○ 小山羊皮 1804

18 180028 muzzles ○ くつわ 24C02 ○ 動物口套 1805

18 180029 travelling trunks ○ 旅行用トランク 21C01 ○ 旅行箱 1802

18 180030 collars for animals* ○ 動物用首輪 19B33 ○ 動物項圈 1805

18 180031 leather cord ○ 革ひも 18A01 ○ 皮繩 1804

18 180032 curried skins ○ なめし革 34C01 ○ 鞣製皮革 1804

18 180033 harness straps ○ 馬具用革ひも 24C02 ○ 馬具皮帶 1805

18 180033 harness traces ○ 馬の引き革 24C02 ○ 馬韁繩 1805

18 180034 straps of leather [saddlery] ○ 馬具用革ひも 24C02 ○ 馬具皮帶 1805

18 180035 straps for skates ○ スケート靴用革ひも 24C01 ○ 溜冰鞋皮帶 1808

18 180036 leather straps ○ 革ひも 18A01 ○ 皮革製帶 1804

18 180036 leather thongs ○ 革ひも 18A01 ○ 皮革製帶 1804

18 180038 butts [parts of hides] ○ 獣の背皮 34C01 ○ 背皮 1804

18 180039 leather, unworked or semi-worked ○ 未加工又は半加工の革 34C01 ○ 未加工或半加工皮革 1804

18 180041 leather trimmings for furniture ○ 家具用革製飾り 20C01 ○ 家具用皮緣飾 1808

18 180041 trimmings of leather for furniture ○ 家具用革製飾り 20C01 ○ 家具用皮緣飾 1808

18 180042 imitation leather ○ 擬革 34C01 ○ 人造皮革 1804

18 180043 umbrellas ○ 傘 22B01 ○ 傘 1803

18 180044 sling bags for carrying infants ○ 袋型乳幼児用スリング 17A04 ○ 抱嬰兒用吊袋 1807

18 180045 parts of rubber for stirrups ○ あぶみ用ゴム製部品 24C02 ○ 馬鐙橡膠踏墊 1805

18 180046 stirrup leathers ○ あぶみ革 24C02 ○ 馬鐙皮帶 1805

18 180047 tool bags, empty ○ 工具袋（中身が入っていないもの） 19B99,21C01 ○ 空的工具袋 1802

18 180049 whips ○ むち 24C02 ○ 鞭子 1805

18 180050 nose bags [feed bags] ○ かいば袋 09A42 ○ 套在馬鼻下的草料袋 1805

18 180051 umbrella covers ○ 傘カバー 22B01 ○ 傘套 1803

18 180052 casings, of leather, for plate springs ○ スプリング用革製ケーシング 09F03 ○ 板簧用皮套 1808

18 180052 casings, of leather, for springs ○ スプリング用革製ケーシング 09F03 ○ 彈簧用皮套 1808

18 180053 knee-pads for horses ○ 馬用ひざ当て 24C02 ○ 馬用護膝 1805

18 180054 covers for animals ○ 動物用覆い 19B33,24C02 ○ 動物用覆套 1805

18 180055 harness for animals ○ 動物用装着具 19B33,24C02 ○ 動物用挽具 1805

18 180056 blinders [harness] ○ 遮眼帯 24C02 ○ 馬眼罩 1805

18 180056 blinkers [harness] ○ 遮眼帯 24C02 ○ 馬眼罩 1805

18 180057 traces [harness] ○ 馬具用引き革 24C02 ○ 韁繩 1805

18 180058 backpacks ○ バックパック 21C01 ○ 背包 1802

18 180058 rucksacks ○ リュックサック 21C01 ○ 帆布背包 1802

18 180059 halters ○ 端綱 24C02 ○ 馬籠頭 1805

18 180059 head-stalls ○ おもがい 24C02 ○ 馬籠頭 1805

18 180060 walking cane handles ○ つえの柄 22C01 ○ 手杖柄 1803

18 180060 walking stick handles ○ つえの柄 22C01 ○ 手杖柄 1803

18 180061 cat o' nine tails ○ 九尾の猫むち 24C02 ○ 皮鞭 1805

18 180062 chin straps, of leather ○ 革製あごひも 18A01,24C02 ○ 皮製帽帶 1808

18 180063 moleskin [imitation of leather] ○ 人造モールスキン 34C02 ○ 依製鼴鼠皮 1804

18 180065 frames for bags [structural parts of bags] ○
かばん用フレーム（かばんの構造部
品）

21C01 ○ 包袋骨架（包袋構件） 1802

18 180066 parasols ○ 日傘 22B01 ○ 遮陽傘 1803

18 180067 fur ○ 毛皮 34C02 ○ 毛皮 1804

18 180067 fur-skins ○ 毛皮 34C02 ○ 毛皮 1804

18 180068 umbrella handles ○ 傘用柄 22B01 ○ 傘柄 1803

18 180069 pocket wallets ○ 札入れ 21C01 ○ 錢包 1802

18 180070 wheeled shopping bags ○ 車付き買物袋 21C01 ○ 帶輪購物袋 1802

18 180071 reusable shopping bags ○ 再利用可能な買物袋 21C01 ○ 可重複使用購物袋 1802

18 180072 reins ○ た綱 24C02 ○ 韁繩 1805

18 180073 attache cases ○ アタッシェケース 21C01 ○ 公事包 1802

18 180074 bags for climbers ○ 登山用バッグ 21C01 ○ 登山袋 1802

18 180075 bags for campers ○ キャンプ用バッグ 21C01 ○ 露營袋 1802

18 180076 beach bags ○ ビーチバッグ 21C01 ○ 海灘袋 1802

18 180077 handbags ○ ハンドバッグ 21C01 ○ 手提包 1802

18 180078 travelling bags ○ 旅行かばん 21C01 ○ 旅行袋 1802

18 180079
bags [envelopes, pouches] of leather, for

packaging
○ 革製包装用袋 18C11 ○ 包裝用皮袋 1802

18 180080 girths of leather ○ 革製腹帯 24C02 ○ 動物用皮肚帶 1805

18 180081 riding saddles ○ 乗馬用くら 24C02 ○ 馬鞍 1805

18 180082 saddlery ○ 馬具 24C02 ○ 馬具 1805

18 180083 briefcases ○ ブリーフケース 21C01 ○ 公事包 1802

18 180084 travelling sets [leatherware] ○ 革製旅行用具入れ 21C01 ○ 旅行皮件套組 1802

18 180085 suitcases ○ スーツケース 21C01 ○ 手提箱 1802

18 180086 suitcase handles ○ スーツケース用取っ手 21C01 ○ 手提箱握把 1802

18 180087 valves of leather ○ 革製バルブ 09F05 ○ 皮閥門 1808

18 180088 cattle skins ○ 家畜皮 34C01 ○ 牛皮 1804

18 180089 boxes of leather or leatherboard ○ 革製又はレザーボード製の箱 18C11 ○ 皮革製或皮板製盒 1802

18 180090 chain mesh purses ○ 鎖網細工の財布 21C01 ○ 鏈式網眼錢包 1802

18 180091 cases of leather or leatherboard ○ 革製又はレザーボード製の容器 18C11 ○ 皮革製或皮板製盒 1802

18 180092 trunks [luggage] ○ 旅行用トランク 21C01 ○ 行李箱 1802

18 180093 vanity cases, not fitted ○ 携帯用化粧道具入れ 21F01 ○ 化粧箱 1802

18 180094
chamois leather, other than for cleaning

purposes
○ セーム革（清掃用のものを除く。） 34C01 ○ 非清潔用麂皮 1804

18 180094
skins of chamois, other than for cleaning

purposes
○ セーム革（清掃用のものを除く。） 34C01 ○ 非清潔用麂皮 1804

18 180096 leather shoulder belts ○ 革製肩掛けベルト 21C01 ○ 皮製肩帶 1802、1808

18 180096 leather shoulder straps ○ 革製肩掛けひも 21C01 ○ 皮製肩帶 1802、1808

18 180096 shoulder belts [straps] of leather ○
革製肩掛けベルト及び革製肩掛けひ
も

21C01 ○ 皮製肩帶 1802、1808

18 180097 covers for horse saddles ○ くら用覆い 24C02 ○ 馬鞍套 1805

18 180098 boxes of vulcanized fiber ○ バルカンファイバー製箱 18C04 ○ 硫化纖維製盒 1802

18 180098 boxes of vulcanized fibre ○ バルカンファイバー製箱 18C04 ○ 硫化纖維製盒 1802

18 180100 haversacks ○ 雑のう 21C01 ○ 帆布背袋 1802

18 180111 garment bags for travel ○ 旅行用衣服かばん 21C01 ○ 旅行用衣物袋 1802

18 180112 bridles [harness] ○ 頭絡 24C02 ○ 馬勒 1805

18 180113 key cases ○ キーケース 21C01 ○ 鑰匙包 1802

18 180114 net bags for shopping ○ 網製買物袋 21C01 ○ 購物網袋 1802



18 180115 valises ○ 旅行用小型手提げかばん 21C01 ○ 手提旅行箱 1802

18 180116 furniture coverings of leather ○ 家具用張り革 34C01 ○ 皮製家具套 1808

18 180117 pads for horse saddles ○ 鞍の下敷き布 24C02 ○ 馬鞍墊 1805

18 180118 bags for sports* ○ スポーツバッグ 21C01 ○ 運動包* 1802

18 180119 stirrups ○ あぶみ 24C02 ○ 馬鐙 1805

18 180120 harness fittings ○ 馬具用付属品 24C02 ○ 馬具配件 1805

18 180121 horseshoes ○ 蹄鉄 13C01 ○ 馬蹄鐵 1805

18 180122 slings for carrying infants ○ 乳幼児用スリング 17A04 ○ 抱嬰兒用吊帶 1807

18 180123 pouch baby carriers ○ 袋型ベビーキャリー 17A04,21C01 ○ 嬰兒揹袋 1807

18 180124 bags* ○ バッグ 21C01 X 袋* ―

18 180125 credit card cases [wallets] ○ クレジットカード入れ（財布） 21C01 ○ 信用卡皮夾 1802

18 180126 business card cases ○ 名刺入れ 21C01 ○ 商務名片匣 1802

18 180127 randsels [Japanese school satchels] ○ ランドセル 21C01 ○ 日本小學生書包 1802

18 180128 baggage tags ○ 旅行かばん用タグ 21C01 ○ 行李牌 1808

18 180128 luggage tags ○ 旅行かばん用タグ 21C01 ○ 行李牌 1808

18 180129 saddlecloths for horses ○ 馬用くら敷き 24C02 ○ 馬用鞍褥 1805

18 180130 labels of leather ○ 革製ラベル 25B01 ○ 皮製標籤 1808

18 180131 grips for holding shopping bags ○ 買い物袋保持用取っ手 21C01 ○ 購物袋用握把 1802

18 180132 tefillin [phylacteries] ○
テフィリン（羊皮紙を収めた革の小
箱）

18C11 ○ 猶太教經文匣 1802

18 180133 suitcases with wheels ○ 車輪付スーツケース 21C01 ○ 帶輪手提箱 1802

18 180134 saddlebags* ○ サドルバッグ 21C01,24C02 ○ 馬鞍囊 1805

18 180135 clothing for pets ○ ペット用被服 19B33 ○ 寵物衣服 1805

18 180136 reins for guiding children ○ 幼児連れ歩き用安全ひも 21A01 ○ 引導小孩行走用繩 1807

18 180137 motorized suitcases ○ 電動式移動機能付きスーツケース 21C01 ○ 可騎乘電動行李箱 1802

18 180138 compression cubes adapted for luggage ○ かばん用圧縮袋 21C01 ○ 行李用壓縮袋 1802

18 180139 conference folders ○ 会議用具入れ（ケース） 21C01 ○ 會議文件包 1802

18 180139 conference portfolios ○ 会議用具入れ（ケース） 21C01 ○ 會議公事包 1802

18 180140 hiking sticks ○ ハイキング用つえ 24C03 ○ 健走杖 1803

18 180140 trekking sticks ○ トレッキング用つえ 24C03 ○ 健走杖 1803

18 180141 leathercloth ○ レザークロス 16C02,34C01 ○ 人造革 1804

18 180142 backpacks for carrying infants ○ 乳幼児運搬用バックパック 17A04,21C01 ○ 揹嬰兒用背袋 1807

18 180143 toilet bags, not fitted ○
化粧用具入れ（型に合わせていない
もの）

21F01 ○ 非配合外型盥洗包 1802

18 180144 suitcase packing organizers ○ スーツケース荷造り用整理ケース 21C01 ○ 行李箱衣物收納袋 1802

18 180144 luggage organizers ○ 旅行荷物用整理ケース 21C01 ○ 行李收納袋 1802

18 180145 vegan leather X ［ヴィーガンレザー］ ― ○ 純素皮革 1804

18 180146 sew-on tags of leather for clothing ○ 被服用の革製縫い付けタグ 25B01 ○ 服裝用縫合式皮製標籤 1808

18 180147 adhesive tags of leather for bags ○ かばん用の革製接着性タグ 25B01 ○ 袋用黏貼式皮製標籤 1808

18 180148
dog waste bag dispensers adapted for use with

leashes
○

犬用引きひもに付けて使用する犬の
排泄物処理用袋のディスペンサー

19B33 ○
與牽繫帶連用之狗排泄物垃圾袋分
配器

1805

18 180149 mycelium-based imitation leather ○ 菌糸体を主材とする擬革 34C01 ○ 菌絲體基人造皮革 1804

18 180150
frames for coin purses [structural parts of coin

purses]
○

がま口用留め具付きフレーム（がま
口の構造部品）

21C01 ○ 零錢包骨架（零錢包構件） 1802

19 190001 advertisement columns, not of metal ○ 広告柱（金属製のものを除く。）
07A03,07B01,07C01,

07D01,07E01
○ 非金屬製廣告柱 1901

19 190002 alabaster glass for building ○ 建築用アラバスターガラス 07E01 ○ 建築用雪花玻璃 1902

19 190003 alabaster ○ アラバスター 06B01 ○ 雪花石膏 1904

19 190004 asbestos cement ○ 石綿セメント 07B01 ○ 石棉水泥 1904

19 190005 asbestos mortar ○ アスベストモルタル 07B01 ○ 石棉灰泥 1904

19 190006 slate ○ 粘板岩 06B01 ○ 板岩 1903

19 190007 roofing slates ○ 屋根用スレート 07B01,07D01 ○ 屋頂用石板瓦 1904

19 190008 slate powder ○ 粘板岩の粉 06B01 ○ 板岩粉 1903

19 190009 hips for roofing ○ 屋根用隅木 07A03,07C01 ○ 屋頂用屋脊 1901

19 190010 silver sand ○ けい砂 06B01 ○ 細砂 1904

19 190011 potters' clay ○ 陶土 06B01 ○ 陶土 1904

19 190012 refractory bricks ○ 耐火れんが 07A02 ○ 耐火磚 1904

19 190012 firebricks ○ 耐火れんが 07A02 ○ 耐火磚 1904

19 190013 asphalt ○ アスファルト 07A03 ○ 瀝青 1904

19 190014 asphalt paving ○ アスファルト製舗装材 07A03 ○ 鋪砌用瀝青 1904

19 190015 furrings of wood ○ 建築用木製下地材 07C01 ○ 木製襯條 1901

19 190016 balustrades, not of metal ○ 手すり（金属製のものを除く。）
07A03,07B01,07C01,

07D01
○ 非金屬製欄杆 1901

19 190017 bitumen ○ 瀝青 01A01 ○ 瀝青 1904

19 190018 tarred strips for building ○ タールを塗布した建築用帯片 07A03,07C01,07D01 ○ 建築用瀝青薄片 1904

19 190019 huts ○ 仮設小屋組立セット 07A04 ○ 臨時搭設的棚屋 1901

19 190020 fair huts ○ 市用仮設小屋組立セット 07A04 ○ 臨時搭設的棚屋 1901

19 190021 roofing shingles ○ 板状の屋根材
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 屋頂板 1901

19 190022 folding doors, not of metal ○
折畳み式扉（金属製のものを除
く。）

07A03,07C01,07E01 ○ 非金屬製折門 1901

19 190023 concrete ○ コンクリート 07B01 ○ 混凝土 1904

19 190024 concrete building elements ○ コンクリート製建築材料 07B01 ○ 混凝土製建築構件 1901

19 190025 bituminous products for building ○ 瀝青製建築専用材料 07A03 ○ 建築用瀝青製品 1904

19 190026 wood, semi-worked ○ 半加工木材 07C01 ○ 半加工木材 1901

19 190027 building timber ○ 建築用木材 07C01 ○ 建築用木材 1901

19 190027 lumber ○ 建築用木材 07C01 ○ 建築用木材 1901

19 190028 plywood ○ 合板 07C01 ○ 膠合板 1901

19 190029 manufactured timber ○ 加工済木材 07C01 ○ 已加工木材 1901

19 190030 wood for making household utensils ○ 加工済木材 07C01 ○ 製造家庭器具用木材 1901

19 190031 sawn timber ○ 挽材 07C01 ○ 已鋸木材 1901

19 190032 wood paving ○ 木製舗装材 07C01 ○ 鋪地木材 1901

19 190033 veneers ○ ベニヤ板 07C01 ○ 表面飾板 1901

19 190033 wood veneers ○ ベニヤ板 07C01 ○ 木面飾板 1901

19 190034 veneer wood ○ ベニヤ板 07C01 ○ 飾面木板 1901

19 190035 wood panelling ○ 木製パネル 07C01 ○ 木鑲板 1901

19 190036 cement* ○ セメント 07B01 ○ 水泥* 1904

19 190037 pitch ○ ピッチ 01A01 ○ 瀝青 1904

19 190038 bricks ○ れんが 07A02,07C01,07E01 ○ 磚塊 1904

19 190039 earth for bricks ○ れんが用土 06B01 ○ 磚塊用土 1904

19 190040 binding agents for making briquettes ○ れんが積み用接合材 07A02 ○ 製造煤磚用黏合骨材 1904

19 190040 binding agents for making stones ○ れんが積み用接合材 07A02 ○ 製造石磚用黏合骨材 1904

19 190041 telephone booths, not of metal ○
電話ボックス（金属製のものを除
く。）

07A04 ○ 非金屬製電話亭 1901

19 190041 telephone boxes, not of metal ○
電話ボックス（金属製のものを除
く。）

07A04 ○ 非金屬製電話亭 1901

19 190042 caissons for construction work under water ○ 水中工事用潜函 07A04,09G99 ○ 水下建築用沉箱 1901

19 190043 calcareous stone ○ 石灰石 06B01 ○ 石灰石 1903

19 190043 limestone ○ 石灰岩 06B01 ○ 石灰石 1903

19 190044 roof gutters, not of metal ○
屋根用とい（金属製のものを除
く。）

07A03,07B01,07C01 ○ 非金屬製屋頂排水溝 1901

19 190045 building cardboard ○ 建築用厚紙 07A03 ○ 建築用硬紙板 1901

19 190045 paperboard for building ○ 建築用厚紙 07A03 ○ 建築用硬紙板 1901

19 190046 bitumen paper for building ○ 建築用瀝青紙 07A03 ○ 建築用瀝青紙 1904

19 190048 fireclay ○ 耐火粘土 06B01 ○ 耐火泥 1904

19 190048 grog [fired refractory material] ○ 耐火粘土 06B01 ○ 耐火熟料 1904

19 190049 fireplace mantles, not of metal ○
マントルピース（金属製のものを除
く。）

20A01,20A02 ○ 非金屬製壁爐台 1901

19 190050 framework, not of metal, for building ○
建築用枠組材料（金属製のものを除
く。）

07A03,07C01 ○ 建築用非金屬製骨架 1901

19 190051 materials for making and coating roads ○ 道路の建設用及び舗装用の材料
06B01,07A02,07A03,

07B01,07C01,07D01,

07E01

○ 道路鋪設及塗覆用材料 1904

19 190052 lime ○ 石灰（農業用のものを除く。） 06B01,07A03 ○ 石灰 1904

19 190053 grout ○ 建築用グラウト材又はグラウト材 07B01 ○ 水泥漿 1904

19 190053 mortar for building ○ 建築用モルタル 07B01 ○ 建築用灰漿 1904

19 190054 plaster* ○ プラスター 07A03 ○ 熟石膏* 1904



19 190055 chimneys, not of metal ○ 煙突（金属製のものを除く。） 07A02,07B01 ○ 非金屬製煙囪 1901

19 190056 fireproof cement coatings ○ 耐火セメント製塗材 07A02,07B01 ○ 耐火水泥塗層 1904

19 190057 cement slabs ○ セメント製スラブ 07B01 ○ 水泥板 1901

19 190058 cement posts ○ セメント柱 07B01 ○ 水泥柱 1901

19 190059 schists ○ 片岩 06B01 ○ 片岩 1903

19 190060 partitions, not of metal ○
間仕切り壁（金属製のものを除
く。）

07A03,07B01,07C01,

07E01
○ 非金屬製隔板 1901

19 190061 buildings, not of metal ○
建造物組立てセット（金属製のもの
を除く。）

07A04 ○ 非金屬製建築物 1901

19 190062 building paper ○ 建築用防水紙 07A03 ○ 建築用紙 1901

19 190063 building glass ○ 建築用ガラス 07E01 ○ 建築用玻璃 1902

19 190064 cornices, not of metal ○ コーニス（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01
○ 非金屬製飛簷 1901

19 190065 moldings, not of metal, for cornices ○
コーニス用モールディング（金属製
のものを除く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 門楣用非金屬製裝飾板條 1901

19 190065 mouldings, not of metal, for cornices ○
コーニス用モールディング（金属製
のものを除く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 門楣用非金屬製裝飾板條 1901

19 190066 roof flashing, not of metal ○
屋根用雨押え（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01
○ 非金屬製屋頂防雨板 1901

19 190067 angle irons, not of metal ○ 山形鋼（金属製のものを除く。） 07A03,07C01 ○ 非金屬製角鐵 1901

19 190068 windows, not of metal ○ 窓（金属製のものを除く。） 07A03,07C01 ○ 非金屬製窗 1901

19 190069 doors, not of metal* ○ 扉（金属製のものを除く。） 07A03,07C01,07E01 ○ 非金屬製門* 1901

19 190070 manhole covers, not of metal ○
マンホール用ふた（金属製のものを
除く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01
○ 非金屬製人孔蓋 1901

19 190071 roof coverings, not of metal ○
屋根ふき材（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製屋頂覆蓋物 1901

19 190072 raw chalk ○ 未加工チョーク 06B01 ○ 未加工白堊 1904

19 190073 quartz ○ 石英 06B01 ○ 石英 1903

19 190074 stair-treads [steps], not of metal ○
階段用踏板（金属製のものを除
く。）

07A03,07B01,07C01,

07D01
○ 非金屬製樓梯踏板 1901

19 190075 gutter pipes, not of metal ○ とい（金属製のものを除く。） 07A03,07B01,07C01 ○ 非金屬製排水溝槽管 1901

19 190076 water-pipes, not of metal ○ 送水管（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07E01
○ 非金屬製水管 1901

19 190077 water-pipe valves, not of metal or plastic ○
送水管用バルブ（金属製及びプラス
チック製のものを除く。）

09F05 ○ 非金屬及非塑膠製水管閥 1909

19 190078 scaffolding, not of metal ○ 足場（金属製のものを除く。） 07A03,07C01 ○ 非金屬製鷹架 1901

19 190079 poles, not of metal, for power lines ○ 電柱（金属製のものを除く。） 07B01,07C01 ○ 非金屬製電線桿 1901

19 190079 posts, not of metal, for power lines ○ 電柱（金属製のものを除く。） 07B01,07C01 ○ 非金屬製電線桿 1901

19 190080 branching pipes, not of metal ○ 分岐管（金属製のものを除く。） 07A02,07A03,07B01 ○ 非金屬製分岐管 1901

19 190081 grave or tomb enclosures, not of metal ○ 墓用囲い（金属製のものを除く。） 20F01 ○ 墓用非金屬製圍欄 1901

19 190081 tomb or grave enclosures, not of metal ○ 墓用囲い（金属製のものを除く。） 20F01 ○ 墓用非金屬製圍欄 1901

19 190082 bituminous coatings for roofing ○ 屋根用瀝青質塗材 07A03 ○ 屋頂用瀝青塗層 1904

19 190083 beams, not of metal ○ 梁（金属製のものを除く。）
07A03,07B01,07C01,

07D01
○ 非金屬製桁樑 1901

19 190083 girders, not of metal ○ 大梁（金属製のものを除く。）
07A03,07B01,07C01,

07D01
○ 非金屬製桁樑 1901

19 190084 pigsties, not of metal ○
豚小屋組立セット（金属製のものを
除く。）

07A04 ○ 非金屬製豬圈 1901

19 190085 stables, not of metal ○
家畜小屋組立セット（金属製のもの
を除く。）

07A04 ○ 非金屬製家畜棚屋 1901

19 190086 props, not of metal ○ 支柱（金属製のものを除く。） 07A03,07B01,07C01 ○ 非金屬製支柱 1901

19 190088 grave slabs, not of metal ○
墓碑用平板（金属製のものを除
く。）

20F01 ○ 非金屬製墓碑板 1910

19 190088 tomb slabs, not of metal ○
墓碑用平板（金属製のものを除
く。）

20F01 ○ 非金屬製墓碑板 1910

19 190089 memorial plaques, not of metal ○
記念プレート（金属製のものを除
く。）

20E01 ○ 非金屬製紀念牌匾 1910

19 190090 felt for building ○ 建築用フェルト 07A03 ○ 建築用油氈 1901

19 190091 foundry molds, not of metal ○ 鋳型（金属製のものを除く。） 09A01 ○ 非金屬製鑄模 1911

19 190091 foundry moulds, not of metal ○ 鋳型（金属製のものを除く。） 09A01 ○ 非金屬製鑄模 1911

19 190092 cement for furnaces ○ 炉用セメント 07B01 ○ 高爐水泥 1904

19 190093 cement for blast furnaces ○ 高炉用セメント 07B01 ○ 高爐水泥 1904

19 190094 stone ○ 建築用石・石材 06B01,07D01 ○ 石塊 1903

19 190095 plate glass [windows] for building ○ 建築用磨き板ガラス（窓ガラス） 07E01 ○ 建築用厚玻璃板 1902

19 190096 clay* ○ 建築用又は構築用の粘土 06B01 ○ 黏土* 1904

19 190097 coal tar ○ コールタール 01A01 ○ 煤焦油瀝青 1904

19 190098 granite ○ 花こう岩 06B01 ○ 花崗石 1903

19 190099 gravel ○ 砂利 06B01 ○ 碎石 1903

19 190100 sandstone for building ○ 建築用砂岩 06B01 ○ 建築用沙岩 1903

19 190101 sandstone pipes ○ 砂岩管 07D01 ○ 砂岩管 1901

19 190102 gypsum [building material] ○ 建築用石こう 06B01 ○ 建築用石膏 1904

19 190103 jalousies, not of metal ○ 羽根板（金属製のものを除く。） 07A03,07C01,07E01 ○ 非金屬製固定百葉窗 1901

19 190104 slag [building material] ○ 鉱さい（建築材料） 07D01 ○ 建築用爐渣 1904

19 190105 clinker ballast ○ クリンカーの砕石 07D01 ○ 鋪路用道渣 1904

19 190106 parquet floor boards ○ 寄木細工の床板 07C01 ○ 拼花地板 1901

19 190107 outdoor blinds, not of metal and not of textile ○
屋外用ブラインド（金属製及び織物
製のものを除く。）

20D01 ○ 非金屬非紡織品製戶外百葉窗 1901

19 190108 rocket launching platforms, not of metal ○
ロケット発射台（金属製のものを除
く。）

09G99 ○ 非金屬製火箭發射平台 1901

19 190109 laths, not of metal ○ ラス（金属製のものを除く。） 07A03,07C01 ○ 非金屬製條板 1901

19 190110 binding material for road repair ○ 道路補修用結合材料
06B01,07A02,07A03,

07B01
○ 道路修補用黏合材料 1904

19 190111 agglomerated cork for building ○ 建築用の塊状コルク 07A03,07C01 ○ 建築用聚合軟木 1901

19 190112 parquet flooring ○ 寄木細工の床材 07C01 ○ 拼花地板 1901

19 190113 stringers [parts of staircases], not of metal ○
階段用側桁（金属製のものを除
く。）

07A03,07B01,07C01,

07D01
○ 非金屬製樓梯縱樑 1901

19 190114 lintels, not of metal ○ まぐさ（金属製のものを除く。）
07A03,07B01,07C01,

07D01
○ 非金屬製門楣 1901

19 190115 luminous paving blocks ○ 発光式舗装用ブロック
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 發光鋪路磚 1904

19 190116 macadam ○ マカダム舗装用砕石 07D01 ○ 碎石 1903

19 190117 monuments, not of metal ○
モニュメント（金属製のものを除
く。）

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 非金屬製紀念碑 1910

19 190118 magnesia cement ○ マグネシアセメント 07B01 ○ 鎂氧水泥 1904

19 190119 buildings, transportable, not of metal ○
可搬式建造物組立セット（金属製の
ものを除く。）

07A04 ○ 可移動之非金屬製建築物 1901

19 190120 marble ○ 大理石 06B01 ○ 大理石 1903

19 190121 glass granules for marking out roads ○ 道路標識用粒状ガラス 07E01 ○ 路面標示用粒狀玻璃 1902

19 190121 glass granules for road marking ○ 道路標識用粒状ガラス 07E01 ○ 路面標示用粒狀玻璃 1902

19 190122
road marking sheets and strips of synthetic

material
○

路面標識用のシート及び帯片（合成
材料製のもの）

07A07 ○ 合成材料製路標板及路標條 1901

19 190123 porches [structures], not of metal ○
組立式ポーチ（金属製のものを除
く。）

07A04 ○ 非金屬製門廊 1901

19 190124 masts [poles], not of metal ○ 支柱（金属製のものを除く。） 07A03,07B01,07C01 ○ 非金屬製柱 1901

19 190125 cask wood ○ たる用木材 07C01 ○ 桶用木材 1901

19 190125 stave wood ○ 短冊状木材 07C01 ○ 桶板用木材 1901

19 190126 mosaics for building ○ 建築用モザイク材料
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 建築用馬賽克磚 1904

19 190127 moldable wood ○ 成形可能な木材 07C01 ○ 可塑造木材 1901



19 190127 mouldable wood ○ 成形可能な木材 07C01 ○ 可塑造木材 1901

19 190128 moldings, not of metal, for building ○
建築用モールディング（金属製のも
のを除く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 建築用非金屬製裝飾板條 1901

19 190128 mouldings, not of metal, for building ○
建築用モールディング（金属製のも
のを除く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 建築用非金屬製裝飾板條 1901

19 190129 coatings [building materials] ○ 建築用塗材 07A02,07A03,07B01 X 塗層材料（建築材料） ―

19 190130 wall claddings, not of metal, for building ○
建築用壁用被覆材（金属製のものを
除く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 建築用非金屬製外牆包覆層 1901

19 190131 flashing, not of metal, for building ○
建築用雨押え（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01
○ 建築用非金屬製防雨板 1901

19 190132 olivine for building ○ 建築用かんらん石 07D01 ○ 建築用橄欖石 1903

19 190133 shutters, not of metal ○
シャッター（金属製のものを除
く。）

07A03,07C01 ○ 非金屬製百葉外窗 1901

19 190134 palings, not of metal ○ 柵（金属製のものを除く。）
07A03,07B01,07C01,

07D01
○ 非金屬製柵欄 1901

19 190134 palisading, not of metal ○ 柵（金属製のものを除く。）
07A03,07B01,07C01,

07D01
○ 非金屬製柵欄 1901

19 190135 fences, not of metal ○ フェンス（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製圍籬 1901

19 190136 pilings, not of metal ○ くい（金属製のものを除く。） 07A03,07B01,07C01 ○ 非金屬製樁 1901

19 190136 sheet piles, not of metal ○
シートパイル（金属製のものを除
く。）

07A03,07B01,07C01 ○ 非金屬製板樁 1901

19 190137
signalling panels, non-luminous and non-

mechanical, not of metal
○

標識板（金属製・発光式及び機械式
のものを除く。）

09G06,09G07,09G08 ○
非發光式及非機械式非金屬製標誌
牌

1901

19 190138 wall linings, not of metal, for building ○
建築用内羽目（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 建築用非金屬製牆襯砌 1901

19 190139 skating rinks [structures], not of metal ○
スケートリンク組立てセット（金属
製のものを除く。）

07A04 ○ 非金屬製溜冰場 1901

19 190140 perches ○ 澪標 09G08 ○ 棲木 1901

19 190141 building stone ○ 建築用石材 07D01 ○ 建築用石塊 1903

19 190142 artificial stone ○ 人造石材 07D01 ○ 人造石 1903

19 190143 clinker stone ○ クリンカー石材 07D01 ○ 爐渣石 1904

19 190143 slag stone ○ 鉱さい石 07D01 ○ 爐渣石 1904

19 190144 gravestones ○ 墓碑 20F01 ○ 墓碑 1910

19 190144 tombstones ○ 墓石 20F01 ○ 墓石 1910

19 190145 tufa ○ 石灰華 06B01 ○ 石灰華 1904

19 190146 works of stonemasonry ○ 石工製品
07D01,09G59,09G99,

19B35,19B49,19B99,

20D03,20F01,26C01

○ 石製工藝品 1905

19 190147 floors, not of metal ○ 床材（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製地板 1901

19 190148 ceilings, not of metal ○ 天井板（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製天花板 1901

19 190149 planks of wood for building ○ 建築用木製厚板 07C01 ○ 建築用木板條 1901

19 190150 linings, not of metal, for building ○
建築用内羽目（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製建築用襯砌 1901

19 190151 roofing tiles, not of metal ○ 屋根瓦（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製瓦 1904

19 190152 diving boards, not of metal ○ 飛込み板（金属製のものを除く。） 24C01 ○ 非金屬製跳板 1901

19 190153 gates, not of metal ○ 門扉（金属製のものを除く。） 07A03,07C01,07E01 ○ 非金屬製大門 1901

19 190154 door panels, not of metal ○ 扉用鏡板（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製門鑲板 1901

19 190155 telegraph posts, not of metal ○ 電信柱（金属製のものを除く。） 07B01,07C01 ○ 非金屬製電線桿 1901

19 190156 chicken-houses, not of metal ○
鶏舎組立セット（金属製のものを除
く。）

07A04 ○ 非金屬製雞舍 1901

19 190157 joists, not of metal ○
はり及び根太（金属製のものを除
く。）

07A03,07B01,07C01 ○ 非金屬製托樑 1901

19 190158 platforms, prefabricated, not of metal ○
組立式プラットフォーム（金属製の
ものを除く。）

07A04 ○ 非金屬製預鑄平台 1901

19 190160 tanks of masonry ○ 石製タンク 09G59,19B49 ○ 石製貯存槽 1901

19 190161 road coating materials ○ 道路舗装材料
06B01,07A02,07A03,

07B01,07C01,07D01,

07E01

○ 道路鋪設及塗覆用材料 1904

19 190162 sills, not of metal ○
土台用横材（金属製のものを除
く。）

07A03,07C01 ○ 非金屬製門檻 1901

19 190163 reeds for building ○ 建築用葦 07A03 ○ 建築用乾蘆葦 1901

19 190164
road signs, non-luminous and non-mechanical, not

of metal
○

道路標識（金属製・発光式及び機械
式のものを除く。）

09G07 ○
非發光式及非機械式非金屬製道路
標誌

1901

19 190165
non-luminous and non-mechanical signs, not of

metal
○

標識（金属製・発光式及び機械式の
ものを除く。）

09G06,09G07,09G08 ○ 非發光式非機械式非金屬製標牌 1901

19 190166 sand, except foundry sand ○ 砂（鋳物砂を除く。） 06B01 ○ 非鑄造用砂 1904

19 190167 greenhouses, transportable, not of metal ○
可搬式温室（金属製のものを除
く。）

20D07 ○ 可移動式非金屬製溫室 1901

19 190168 silica [quartz] ○ シリカ（石英） 06B01 ○ 石英矽土 1904

19 190169 silos, not of metal ○ サイロ（金属製のものを除く。） 09G59,09G60 ○ 非金屬製筒倉 1901

19 190170 statues of stone, concrete or marble ○
石製・コンクリート製又は大理石製
の像

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 石製或混凝土製或大理石製雕像 1905

19 190171 tar ○ タール 01A01 ○ 柏油 1904

19 190172 terra-cotta [building material] ○ 建築材料であるテラコッタ 07A02 ○ 建築用赤陶土 1904

19 190173 roofing, not of metal ○ 屋根材（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製屋頂 1901

19 190174 tombs, not of metal ○ 墓標（金属製のものを除く。） 20F01 ○ 非金屬製墓碑 1910

19 190175 arbours [structures], not of metal ○
あずまや組立セット（金属製のもの
を除く。）

07A04 ○ 非金屬製涼亭 1901

19 190176 railroad ties, not of metal ○
鉄道用まくら木（金属製のものを除
く。）

07A03,07B01,07C01 ○ 非金屬製鐵軌枕木 1901

19 190176 railway sleepers, not of metal ○
鉄道用まくら木（金属製のものを除
く。）

07A03,07B01,07C01 ○ 非金屬製鐵軌枕木 1901

19 190177 latticework, not of metal ○ 格子（金属製のものを除く。） 07A03,07C01 ○ 非金屬製格柵 1901

19 190177 trellises, not of metal ○ 格子（金属製のものを除く。） 07A03,07C01 ○ 非金屬製格柵 1901

19 190178 rigid pipes, not of metal, for building ○
建築用の硬質管（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01 ○ 建築用非金屬製硬管 1901

19 190179 window ventlights, not of metal ○
通風用小窓（金属製のものを除
く。）

07A03,07C01 ○ 非金屬製氣窗 1901

19 190180 insulating glass for building ○ 建築用の絶縁ガラス 07E01 ○ 建築用隔熱玻璃 1902

19 190181 window glass, other than vehicle window glass ○ 窓ガラス（乗物用のものを除く。） 07E01 ○ 非車輛用窗玻璃 1902

19 190182 stained-glass windows ○ ステンドグラス窓 07A03,07C01 ○ 彩色玻璃窗 1901

19 190183 window glass for building ○ 建築用窓ガラス 07E01 ○ 建築用窗玻璃 1902

19 190184 aviaries [structures], not of metal ○
鳥類飼育檻（金属製のものを除
く。）

09A46 ○ 非金屬製禽舍 1901

19 190185 scantlings [carpentry] ○ 小角材（木工用のもの） 07C01 ○ 木工用小塊木料 1901

19 190186 xylolith ○ 木目模様の外観を有する人工石材 07D01 ○ 仿木紋人造石 1903

19 190187 mooring bollards, not of metal ○
ボートけい留用ボラード（金属製の
ものを除く。）

12A01 ○ 非金屬製繫船柱 1901

19 190188 floating docks, not of metal, for mooring boats ○
ボートけい留用浮きドック（金属製
のものを除く。）

09G99 ○ 船舶停靠用非金屬製浮動碼頭 1901



19 190189 wainscotting, not of metal ○ 羽目板（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01
○ 非金屬製護牆板 1901

19 190190 aquaria [structures] ○
水生動植物の飼育観賞用水槽（可搬
式の業務用又は室外設置用構造物）

19B55,20D06 ○ 建構式水族槽 1901

19 190191
reinforcing materials, not of metal, for

building
○

建築用補強材料（金属製のものを除
く。）

06B01,07A02,07A03,

07B01,07C01,07D01,

07E01

○ 建築用非金屬製補強材料 1901

19 190192 safety glass ○ 安全ガラス 07E01 ○ 建築用安全玻璃 1902

19 190193 works of art of stone, concrete or marble ○
石製・コンクリート製又は大理石製
の造形品

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 石製或混凝土製或大理石製美術品 1905

19 190194 bird baths [structures], not of metal ○
建築用小鳥用水盤（金属製のものを
除く。）

19B33 ○ 非金屬製禽鳥用洗浴台 1901

19 190195 beacons, not of metal, non-luminous ○
航路標識（金属製及び発光式のもの
を除く。）

09G08 ○ 非發光式非金屬製信標 1901

19 190196 swimming pools [structures], not of metal ○
水泳用プール組立てセット（金属製
のものを除く。）

07A04 ○ 非金屬製游泳池 1901

19 190197 building materials, not of metal ○ 建築材料（金属製のものを除く。）
06B01,07A02,07A03,

07B01,07C01,07D01,

07E01

X 非金屬製建築材料 ―

19 190197 construction materials, not of metal ○ 建築材料（金属製のものを除く。）
06B01,07A02,07A03,

07B01,07C01,07D01,

07E01

X 非金屬製建築材料 ―

19 190198 shuttering, not of metal, for concrete ○

コンクリート用型枠（金属製のもの
を除く。）、コンクリート用堰板
（金属製のものを除く。）

07A03,07C01,09A71 ○ 混凝土用非金屬製模板 1901

19 190199 bicycle parking installations, not of metal ○
自転車用駐輪装置（金属製のものを
除く。）

09E26 ○ 自行車用非金屬製停車裝置 1901

19 190200 paving blocks, not of metal ○
舗装用ブロック（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製鋪路塊 1901

19 190201 wood pulp board for building ○ 建築用木材パルプ製板 07C01 ○ 建築用木漿製板 1901

19 190202 busts of stone, concrete or marble ○
石製・コンクリート製又は大理石製
の胸像

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 石製或混凝土製或大理石製半身像 1905

19 190203 cabanas, not of metal ○
簡易更衣室組立セット（金属製のも
のを除く。）

07A04 ○ 非金屬製簡易更衣室 1901

19 190205 paint spraying booths, not of metal ○
吹付け塗装用ブース（金属製のもの
を除く。）

09A64 ○ 非金屬製噴漆間 1901

19 190206 posts, not of metal ○ 支柱（金属製のものを除く。） 07A03,07B01,07C01 ○ 非金屬製柱 1901

19 190208 window frames, not of metal ○ 窓枠（金属製のものを除く。） 07A03,07C01 ○ 非金屬製窗框 1901

19 190209 door casings, not of metal ○ 扉枠（金属製のものを除く。） 07A03,07C01 ○ 非金屬製門框 1901

19 190209 door frames, not of metal ○ 扉枠（金属製のものを除く。） 07A03,07C01 ○ 非金屬製門框架 1901

19 190210 greenhouse frames, not of metal ○ 温室用枠（金属製のものを除く。） 07A03,07C01 ○ 溫室用非金屬製骨架 1901

19 190211 calcareous marl ○ 石灰質の泥灰土 06B01 ○ 石灰質泥灰 1904

19 190212 chimney cowls, not of metal ○ 煙突帽（金属製のものを除く。） 07A02,07B01 ○ 非金屬製煙囪帽 1901

19 190213 tiles, not of metal, for building ○
建築用タイル（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 建築用非金屬製磚 1904

19 190214 floor tiles, not of metal ○ 床タイル（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製地磚 1904

19 190215 burial vaults, not of metal ○
地下納骨室（金属製のものを除
く。）

20F01 ○ 非金屬製墓穴 1910

19 190216 chimney pots, not of metal ○
煙突用通風管（金属製のものを除
く。）

07A02,07B01 ○ 非金屬製煙囪頂帽 1901

19 190217 lengthening pieces, not of metal, for chimneys ○
煙突用延長部材（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01 ○ 非金屬製煙囪加高用板塊 1901

19 190218 chimney shafts, not of metal ○ 煙突筒（金属製のものを除く。） 07A02,07B01 ○ 非金屬製煙囪通風井 1901

19 190219 paving slabs, not of metal ○
舗装用スラブ（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製鋪路厚板 1901

19 190220 drain pipes, not of metal ○ 排水管（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07E01
○ 非金屬製排水管 1901

19 190221 drain traps [valves], not of metal or plastic ○

排水用トラップ（バルブ）（金属製
及びプラスチック製のものを除
く。）

09F05 ○ 非金屬或非塑膠製排放彎管閥瓣 1909

19 190222 staircases, not of metal ○ 階段（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製樓梯 1901

19 190223 building panels, not of metal ○
建築用パネル（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製建築用壁板 1901

19 190224 figurines of stone, concrete or marble ○
石製・コンクリート製又は大理石製
の小像

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 石製或混凝土製或大理石製小雕像 1905

19 190224 statuettes of stone, concrete or marble ○
石製・コンクリート製又は大理石製
の小像

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 石製或混凝土製或大理石製小雕像 1905

19 190225 tombs [monuments], not of metal ○
墓標（記念物）（金属製のものを除
く。）

20F01 ○ 墓用非金屬製紀念碑 1910

19 190226 tombstone stelae, not of metal ○ 墓碑（金属製のものを除く。） 20F01 ○ 非金屬製墓碑 1910

19 190227 crash barriers, not of metal, for roads ○
道路用ガードレール（金属製のもの
を除く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01
○ 道路用非金屬製防護欄 1901

19 190228 letter boxes of masonry ○ 石製郵便受け 19B35 ○ 石製信箱 1901

19 190231
agglomerated bagasses of cane [building

material]
○ 建築用固形バガス 07A03 ○ 建築用甘蔗渣塊 1901

19 190232 penstock pipes, not of metal ○ 水圧管（金属製のものを除く。） 07B01 ○ 非金屬製壓力水管 1901

19 190233 aquarium gravel ○
水生動植物飼育観賞用水槽用の砂利
及び小石

06B01 ○ 水族槽用砂石 1904

19 190234 aquarium sand ○ 水生動植物飼育観賞用水槽用の砂 06B01 ○ 水族槽用砂 1904

19 190235
ducts, not of metal, for ventilating and air-

conditioning installations
○

換気装置用及び空気調和装置用ダク
ト（金属製のものを除く。）

07A03 ○
通風及空氣調節設備用非金屬製輸
送管

1901

19 190236 geotextiles ○ 地盤用シート 07A03 ○ 地工織物 1901

19 190237 rubble ○ 割ぐり石 07D01 ○ 粗石 1903

19 190238 vinyl siding ○ ビニール製羽目板 07A03 ○ 乙烯基製壁板 1901

19 190239 insect screens, not of metal ○
虫除け用網戸（金属製のものを除
く。）

20A01 ○ 非金屬製防蟲紗窗 1901

19 190240
roofing, not of metal, incorporating

photovoltaic cells
○

光電池を組み込んだ屋根材（金属製
のものを除く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 置入光伏電池之非金屬屋頂板材 1901

19 190241 duckboards, not of metal ○ 建築用踏板 07A03,07B01,07C01 ○ 非金屬製遮泥墊路板 1901

19 190242 refractory construction materials, not of metal ○
耐火性建築材料（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
X 非金屬耐火建築材料 ―

19 190243
prefabricated houses [ready-to-assemble], not of

metal
○

プレハブ住宅組立てセット（金属製
のものを除く。）

07A04 ○ 非金屬製預鑄組裝房屋 1901

19 190244 porphyry [stone] ○ 斑岩 06B01 ○ 斑岩 1903

19 190245 street gutters, not of metal ○ 側溝（金属製のものを除く。） 07A03,07B01,07C01 ○ 非金屬製道路排水溝 1901

19 190246 turnstiles, not of metal ○
回転式出入口（金属製のものを除
く。）

07A03,07C01,07E01,

09G55
○ 非金屬製旋轉柵門 1901

19 190247 tombstone plaques, not of metal ○
墓碑用銘板（金属製のものを除
く。）

20F01 ○ 非金屬製墓碑板 1910

19 190248 wooden floor boards ○ 木製床板 07C01 ○ 木製地板 1901

19 190249 tile floorings, not of metal ○ 床タイル（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製地磚 1904

19 190250 pantiles, not of metal ○
パンタイルかわら（金属製のものを
除く。）

07A02 ○ 非金屬製波形瓦 1904

19 190251 wall tiles, not of metal ○
壁用タイル（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製壁磚 1904



19 190252 slabs, not of metal, for building ○
建築用スラブ（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 建築用非金屬製厚板 1901

19 190253 rock crystal ○ 水晶 06B01 ○ 水晶石 1903

19 190254 armored doors, not of metal ○
装甲板で保護された扉（金属製のも
のを除く。）

07A03,07C01,07E01 ○ 非金屬製裝甲門 1901

19 190254 armoured doors, not of metal ○
装甲板で保護された扉（金属製のも
のを除く。）

07A03,07C01,07E01 ○ 非金屬製裝甲門 1901

19 190255 enamelled glass, for building ○ 建築用エナメルガラス 07E01 ○ 建築用搪瓷玻璃 1902

19 190256 pillars, not of metal, for building ○ 建築用柱（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 建築用非金屬製柱 1901

19 190257 brackets, not of metal, for building ○
建築用ブラケット（金属製のものを
除く。）

07A03,07B01,07C01 ○ 建築用非金屬製支撐架 1901

19 190258 cladding, not of metal, for building ○
建築用被覆材（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 建築用非金屬製包覆層 1901

19 190259 plastic landscape edgings ○ 造園用プラスチック製縁取り材 07A03 ○ 塑膠園藝造景邊飾 1901

19 190260
rubber bearings for seismic isolation of

buildings
○ 免震用積層ゴム支承 07A03 ○ 建築隔震用橡膠支承墊 1901

19 190261 armor-plating, not of metal ○ 装甲板（金属製のものを除く。） 07A02,07A03 ○ 非金屬製裝甲鋼板 1901

19 190261 armour-plating, not of metal ○ 装甲板（金属製のものを除く。） 07A02,07A03 ○ 非金屬製裝甲鋼板 1901

19 190262 flagpoles [structures], not of metal ○ 旗掲揚柱（金属製のものを除く。） 07A03,07C01 ○ 非金屬製建築結構旗竿 1914

19 190263 swing doors, not of metal ○ 自在ドア（金属製のものを除く。） 07A03,07C01,07E01 ○ 非金屬製搖擺門 1901

19 190264 accordion doors, not of metal ○
アコーディオンドア（金属製のもの
を除く。）

07A03,07C01,07E01 ○ 非金屬製手風琴門 1901

19 190265 soundproof booths, transportable, not of metal ○
可搬式防音ブース（金属製のものを
除く。）

07A04 ○ 可移動式非金屬製隔音間 1901

19 190266 acoustic panels, not of metal ○
吸音パネル（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製吸音板 1901

19 190267 cold frames, not of metal ○
園芸用冷床（金属製のものを除
く。）

07A03,07C01 ○ 非金屬製植物防寒罩 1901

19 190267 horticultural frames, not of metal ○ 園芸用枠（金属製のものを除く。） 07A03,07C01 ○ 非金屬製園藝骨架 1901

19 190268 floating floor boards, not of metal ○ 置床板（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
○ 非金屬製浮動地板 1901

19 190269 play sand ○ 遊戯用の砂 06B01 ○ 遊戲用沙 1904

19 190270 casement windows, not of metal ○ 開き窓（金属製のものを除く。） 07A03,07C01 ○ 非金屬製推射窗 1901

19 190271
building materials with soundproofing qualities,

not of metal
○

防音処理を施した建築材料（金属製
のものを除く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
X 非金屬製隔音建築材料 ―

19 190271
construction materials with soundproofing

qualities, not of metal
○

防音処理を施した建築材料（金属製
のものを除く。）

07A02,07A03,07B01,

07C01,07D01,07E01
X 非金屬製隔音建造材料 ―

19 190272
commemorative statuary cups of stone, concrete

or marble
○

石製・コンクリート製又は大理石製
記念用彫像カップ

20E01 ○
石製或混凝土製或大理石製紀念雕
像杯

1905

19 190273 prize cups of stone, concrete or marble ○
石製・コンクリート製又は大理石製
の記念カップ

20E01 ○ 石製或混凝土製或大理石製獎杯 1905

19 190274 smart glass for building ○ 建築用スマートガラス 07E01 ○ 建築用智慧玻璃 1902

20 200001 beehives ○ みつばちの巣箱 09A44 ○ 蜂巢箱 2030

20 200002 display boards ○ 陳列板 20A01 ○ 展示板 2033

20 200003 decorations of plastic for foodstuffs ○ 食品用プラスチック製装飾品 18C09 ○ 食品用塑膠製裝飾品 2002

20 200005 yellow amber ○ こはく 06B01 ○ 琥珀 2016

20 200006 stuffed animals ○ 動物の剥製 20C01,20C50 ○ 動物標本 2015

20 200007 beds for household pets ○ ペット用ベッド 19B33 ○ 寵物用床 2030

20 200008 nesting boxes for household pets ○ ペット用巣箱 19B33 ○ 家庭寵物箱 2030

20 200009 kennels for household pets ○ ペット用小屋 19B33 ○ 家庭寵物用窩 2030

20 200010 animal claws ○ 動物のかぎづめ 34E05 ○ 動物爪 2016

20 200011 curtain rings ○ カーテンリング 13C01 ○ 窗簾環 2032

20 200013 silvered glass [mirrors] ○ 水銀塗りガラス（鏡） 20A01 ○ 鍍銀玻璃（鏡子） 2018

20 200014 cupboards ○ 食器戸棚 20A01 ○ 碗櫥 2001

20 200015 medicine cabinets ○ 医薬品用戸棚 20A01 ○ 藥櫃 2001

20 200016 clips, not of metal, for cables and pipes ○
ケーブル及び管用のクリップ（金属
製のものを除く。）

13C01 ○ 纜繩用及管用非金屬夾 2026

20 200017 casks of wood for decanting wine ○ ワインの澱除去用木製たる 18C03 ○ 傾倒葡萄酒用木桶 2009

20 200018 whalebone, unworked or semi-worked ○ 未加工又は半加工の鯨のひげ 34E05 ○ 未加工或半加工鯨骨 2016

20 200019 bamboo, unworked or semi-worked ○ 竹 34E02 ○ 未加工或半加工竹子 2020

20 200020 benches [furniture] ○ 長いす（家具） 20A01 ○ 長椅 2001

20 200021 fishing baskets ○ びく 24D01 ○ 釣魚籃 2009

20 200022 playpens for babies ○ ベビーサークル 20A01 ○ 嬰兒遊戲圍欄 2001

20 200023 bassinets ○ 幌付き揺りかご 24A01 ○ 嬰兒搖籃 2001

20 200023 cradles ○ 揺りかご 24A01 ○ 搖籃 2001

20 200024 library shelves ○ 図書館用書棚 20A01 ○ 圖書館用書架 2001

20 200025 reels of wood for yarn, silk, cord ○
紡ぎ糸・絹糸・ひもに用いる木製巻
き枠

18C03 ○ 紡紗線或絹絲或繩子用木製捲軸 2026

20 200026 bedsteads of wood ○ ベッドフレーム（木製のもの） 20A01 ○ 木製床架 2001

20 200027 wood ribbon ○ 木製の帯状薄板 07C01,34E02 ○ 木製帶狀薄板 2020

20 200029 corks for bottles ○ 瓶用コルク栓 18C13 ○ 瓶用軟木塞 2009

20 200030 corks ○ コルク栓 18C13 ○ 軟木塞 2009

20 200031 bottle racks ○ 瓶棚 20A01 ○ 瓶架 2001

20 200032 embroidery frames ○ 刺しゅう用枠 19B03 ○ 刺繡框 2031

20 200033 brush mountings ○ ブラシ用柄
11A07,13B04,19A05,

19A06,19B37,21F01,

22A02,25B01

○ 刷子托架 2026

20 200034 sideboards ○ サイドボード 20A01 ○ 邊櫃 2001

20 200035 animal horns ○ 動物の角 34E05 ○ 動物角 2016

20 200036 desks ○ 机 20A01 ○ 書桌 2001

20 200037 office furniture ○ 事務用家具 20A01 ○ 辦公家具 2001

20 200038 costume stands ○ 衣装掛けスタンド 20A01 ○ 落地衣架 2001

20 200039 artificial honeycombs for beehives ○ 養蜂用人工のみつばちの巣 09A44 ○ 蜂箱用人造蜂巢 2030

20 200040 sections of wood for beehives ○ みつばちの巣箱用の木製仕切り 09A44 ○ 蜂巢箱用木製隔板 2030

20 200041 furniture ○ 家具 20A01 ○ 家具 2001

20 200042 faucets, not of metal, for casks ○ 樽用蛇口（金属製のものを除く。） 18C13 ○ 桶用非金屬製龍頭 2009

20 200042 taps, not of metal, for casks ○
たる用呑口（金属製のものを除
く。）

18C13 ○ 桶用非金屬製龍頭 2009

20 200043 index cabinets [furniture] ○ 索引用戸棚（家具） 20A01 ○ 索引卡片櫃 2001

20 200044 filing cabinets ○ ファイリングキャビネット 20A01 ○ 檔案櫃 2001

20 200045 imitation tortoiseshell ○ 模造のべっ甲 34E05 ○ 人工龜甲 2016

20 200046 screens for fireplaces [furniture] ○ 暖炉用防護スクリーン（家具） 20A01,20A02 ○ 壁爐遮蔽屏 2001

20 200047 coffins ○ 棺 20F01 ○ 棺材 2028

20 200048 coffin fittings, not of metal ○
棺の付属品及び金具（金属製のもの
を除く。）

13C01,20F01 ○ 非金屬製棺材用附件 2028

20 200049 stag antlers ○ 牡鹿の枝角 34E05 ○ 鹿角 2016

20 200050 chairs [seats] ○ いす 20A01 ○ 座椅 2001

20 200050 seats ○ 腰掛け 20A01 ○ 椅 2001

20 200051 chaise longues ○ 長いす 20A01 ○ 躺椅 2001

20 200051 chaise lounges ○ 長いす 20A01 ○ 躺椅 2001

20 200052 head-rests [furniture] ○ ヘッドレスト（家具） 20A01 ○ 頭靠（家具） 2001

20 200053 hat stands ○ 帽子掛けスタンド 20A01 ○ 立式帽架 2001

20 200054 loading pallets, not of metal ○
荷役用パレット（金属製のものを除
く。）

09A03 ○ 非金屬製裝卸用棧板 2035

20 200055
loading gauge rods, not of metal, for railway

wagons
○

計測棒（鉄道積荷用）（金属製のも
のを除く。）

10C01 ○ 鐵路貨車用非金屬製裝載測量桿 2026

20 200056 hinges, not of metal ○
ちょうつがい（金属製のものを除
く。）

13C01 ○ 非金屬製鉸鏈 2026

20 200057 display stands ○ 陳列台 20A01 ○ 展示架 2001

20 200058 dog kennels ○ 犬小屋 19B33 ○ 狗屋 2030



20 200059 clothes hangers ○ 衣服用ハンガー 19A06,19B99 ○ 衣架 2023

20 200059 coat hangers ○ 衣服用ハンガー 19A06,19B99 ○ 衣架 2023

20 200062 shelves for file cabinets ○ 書類整理棚 20A01 ○ 檔案櫃用架 2001

20 200063 armchairs ○ 肘掛けいす 20A01 ○ 扶手椅 2001

20 200064 dressmakers' dummies ○ ドレスメーカー用人台 24A02 ○ 裁縫用人體模型 2006

20 200064 mannequins ○ マネキン人形 24A02 ○ 服裝展示用人體模型 2006

20 200064 tailors' dummies ○ ドレスメーカー用人台 24A02 ○ 裁縫用人體模型 2006

20 200065 containers, not of metal, for liquid fuel ○
液体燃料用容器（金属製のものを除
く。）

18C09,18C13 ○ 非金屬製液體燃料用容器 2009

20 200066 chests of drawers ○ たんす 20A01 ○ 五斗櫃 2001

20 200067 counters [tables] ○ カウンター（テーブル） 20A01 ○ 櫃台 2001

20 200068 containers, not of metal [storage, transport] ○
貯蔵・輸送用コンテナ（金属製のも
のを除く。）

09A03,09G59,09G60,

12A74,18C03,18C06,

18C09,18C13

○ 貯存及輸送用非金屬製容器 2009

20 200069 floating containers, not of metal ○
浮遊式コンテナ（金属製のものを除
く。）

12A74,18C03,18C06,

18C09
○ 非金屬製漂浮容器 2009

20 200070 tables* ○ 食卓 20A01 ○ 桌* 2001

20 200071 coral ○ さんご 34E06 ○ 珊瑚 2016

20 200072 trays, not of metal* ○
整理用トレイ（金属製のものを除
く。）

20A01 X 非金屬製盤* ―

20 200074 horn, unworked or semi-worked ○ 未加工又は半加工の角 34E05 ○ 未加工或半加工角 2016

20 200076 corozo ○ コロゾ（実） 34E01 ○ 象牙棕櫚 2016

20 200077 bedding, except linen ○ 寝具類（リネン製品を除く。） 17C01 X 亞麻布製品除外寢具 ―

20 200078 cushions ○ クッション 17C01 ○ 坐墊；靠墊 2003

20 200079 mattresses* ○ マットレス 17C01 ○ 床墊* 2001

20 200080 coathooks, not of metal ○
コート用フック（金属製のものを除
く。）

19B36 ○ 吊衣桿用非金屬製掛鉤 2026

20 200080 hooks, not of metal, for clothes rails ○
衣服掛けレール用フック（金属製の
ものを除く。）

19B36 ○ 吊衣桿用非金屬製掛鉤 2026

20 200081 vats, not of metal ○ 大おけ（金属製のものを除く。）
09G59,18C03,18C06,

18C09
○ 非金屬製大桶 2009

20 200082 tea carts ○ ティーワゴン 20A01 ○ 茶車 2001

20 200082 tea trolleys ○ ティーワゴン 20A01 ○ 茶車 2001

20 200083 drafting tables ○ 製図机 09D01,20A01 ○ 製圖桌 2001

20 200084 towel dispensers, not of metal ○
タオル用ディスペンサー（金属製の
ものを除く。）

19B54 ○ 非金屬製紙巾分配器 2009

20 200085 divans ○ 寝いす 20A01 ○ 長沙發 2001

20 200087 staves of wood ○ 木製たる板 07C01,18C03 ○ 木桶板 2020

20 200088 cabinet work ○ 指物細工品（家具） 20A01 ○ 櫥櫃 2001

20 200089 tortoiseshell ○ べっ甲 34E05 ○ 龜甲 2016

20 200090 oyster shells ○ 牡蠣の殻 34E05 ○ 牡蠣殼 2016

20 200091 stakes, not of metal, for plants or trees ○
植物の茎支持具（金属製のものを除
く。）

19B32 ○ 植物或樹用非金屬製樁 2026

20 200092 ladders of wood or plastics ○ 木製又はプラスチック製のはしご 19B34 ○ 木製或塑膠製梯子 2024

20 200093
mobile boarding stairs, not of metal, for

passengers
○

乗客乗降用移動式階段（金属製のも
のを除く。）

20D50 ○ 乘客用可移動式非金屬製舷側梯子 2024

20 200094 school furniture ○ 学校用家具 20A01 ○ 學校用家具 2001

20 200095 shelves for typewriters ○ タイプライター用棚板 20A01 ○ 打字機架 2001

20 200095 typing desks ○ タイプ用机 20A01 ○ 打字桌 2001

20 200096 placards of wood or plastics ○ 木製又はプラスチック製の掲示板 20D04 ○ 木製或塑膠製告示板 2033

20 200097 nuts, not of metal ○ ナット（金属製のものを除く。） 13C01 ○ 非金屬製螺帽 2026

20 200098 meerschaum ○ 海泡石 06B01 ○ 海泡石 2017

20 200099 removable covers for sinks ○ 取り外し可能な流し台用カバー 19A05 ○ 水槽用可移動式蓋板 2026

20 200100 packaging containers of plastic ○ プラスチック製包装容器 18C09,18C13 ○ 塑膠製包裝容器 2009

20 200101 curtain holders, not of textile material ○
カーテン用留め具（織物製のものを
除く。）

13C01 ○ 非紡織品製窗簾圈 2032

20 200102 beds* ○ ベッド 20A01 ○ 床* 2001

20 200103
reels, not of metal, non-mechanical, for

flexible hoses
○

フレキシブルホース用リール（金属
製及び機械式のものを除く。）

09G02,19B32 ○ 非機械式可繞軟管用非金屬製捲軸 2026

20 200105 stair rods ○ 階段用敷物押え 13C01 ○ 樓梯用地毯壓條 2026

20 200106 work benches ○ 作業台 20A01 ○ 工作台 2001

20 200108 racks [furniture] ○ 棚（家具） 20A01 ○ 架（家具） 2001

20 200109 nesting boxes ○ 巣箱 09A44,19B33 ○ 巢箱 2030

20 200110 fans for personal use, non-electric ○
うちわ又は扇子（電気式のものを除
く。）

19B23 ○ 非電氣式個人用扇 2007

20 200112 closures, not of metal, for containers ○
容器の栓及びふた（金属製のものを
除く。）

18C13 ○ 非金屬製容器用蓋 2009

20 200113 furniture fittings, not of metal ○
家具用の付属品及び金具（金属製の
ものを除く。）

13C01,13C02,20A01 ○ 非金屬製家具用附件 2026

20 200115 flower-stands [furniture] ○ 花器台（家具） 20A01 ○ 家具花架 2001

20 200116 flower-pot pedestals ○ 植木鉢用台又は棚 20A01 ○ 花盆座台 2001

20 200117 fodder racks ○ 飼料用棚 20A01 ○ 飼料架 2030

20 200118 gun racks ○ 銃用ラック 08A01 ○ 槍架 2001

20 200119 casks, not of metal ○ たる（金属製のものを除く。） 18C03,18C06,18C09 ○ 非金屬製桶 2009

20 200120 cask stands, not of metal ○
たる用スタンド（金属製のものを除
く。）

20A01 ○ 非金屬製桶架 2009

20 200121 curtain rollers ○ カーテンローラー 13C01 ○ 窗簾滾輪 2032

20 200122 meat safes ○ 食品用戸棚 20A01 ○ 貯肉櫃 2001

20 200123 window fittings, not of metal ○ 窓の金具（金属製のものを除く。） 13C01,13C02 ○ 非金屬製窗戶用附件 2026

20 200124 bed fittings, not of metal ○
ベッドの付属品及び金具（金属製の
ものを除く。）

13C01,20A01 ○ 非金屬製床用附件 2026

20 200125 door fittings, not of metal ○ 扉の金具（金属製のものを除く。） 13C01,13C02 ○ 非金屬製門用附件 2026

20 200126 chopping blocks [tables] ○ 物切り台（テーブル状のもの） 20A01 ○ 砧板桌 2001

20 200128 crates ○ 梱包用木枠 18C03 ○ 板條箱 2009

20 200129 covers for clothing [wardrobe] ○ 衣装掛け台（カバー付き） 20A01 ○ 衣櫥用衣服防塵套 2009

20 200130 numberplates, not of metal ○
ナンバープレート（金属製のものを
除く。）

19B21 ○ 非金屬製數字牌 2033

20 200130 registration plates, not of metal ○
ナンバープレート（金属製のものを
除く。）

19B21 ○ 非金屬製車牌 2033

20 200132 furniture of metal ○ 金属製家具 20A01 ○ 金屬製家具 2001

20 200133 rattan ○ 籐 34E02 ○ 藤條 2020

20 200134 newspaper display stands ○ 新聞陳列台 20A01 ○ 報紙陳列架 2001

20 200135 magazine racks ○ マガジンラック 20A01 ○ 雜誌架 2001

20 200136 slatted indoor blinds ○ 羽根板を用いた屋内用ブラインド 20C01 ○ 室內百葉窗簾 2004

20 200137 washstands [furniture] ○ 洗面化粧台（家具） 20A01 ○ 臉盆架（家具） 2001

20 200139 bed casters, not of metal ○
ベッド用キャスター（金属製のもの
を除く。）

13C01 ○ 非金屬製床用腳輪 2025

20 200140 latches, not of metal ○ 掛金（金属製のものを除く。） 13C01 ○ 非金屬製門閂 2026

20 200141 lecterns ○ 聖書台 20A01,20F01 ○ 講台 2001

20 200143 hampers [baskets] for the transport of items ○ 商品運搬用バスケット 19B42 ○ 物品運送用有蓋大籃 2009

20 200144 coatstands ○ コートかけスタンド 20A01 ○ 衣帽架 2001

20 200145 transport pallets, not of metal ○
輸送用パレット（金属製のものを除
く。）

09A03 ○ 非金屬製運輸用棧板 2035

20 200146 handling pallets, not of metal ○
荷役用パレット（金属製のものを除
く。）

09A03 ○ 非金屬製搬運用棧板 2035

20 200147 steps [ladders], not of metal ○ はしご（金属製のものを除く。） 19B34 ○ 非金屬製階梯 2024

20 200148 furniture partitions of wood ○ 家具用木製仕切り 20A01 ○ 家具用木製隔板 2001

20 200148 partitions of wood for furniture ○ 家具用木製仕切り 20A01 ○ 家具用木製隔板 2001

20 200149 furniture casters, not of metal ○
家具用キャスター（金属製のものを
除く。）

13C01 ○ 非金屬製家具用腳輪 2025

20 200151 mobiles [decoration] ○ モビール（装飾品） 20C01 ○ 活動雕塑品 2002

20 200152 standing desks ○ 立机 20A01 ○ 立式書桌 2001

20 200153 mother-of-pearl, unworked or semi-worked ○ 真珠母（未加工又は半加工のもの） 34E05 ○ 珍珠母 2016

20 200154 identity plates, not of metal ○ 認識票（金属製のものを除く。） 19B21 ○ 非金屬製識別牌 2033

20 200154 nameplates, not of metal ○
ネームプレート（金属製のものを除
く。）

19B21 ○ 非金屬製名牌 2033



20 200155 house numbers, not of metal, non-luminous ○
家屋番号札（金属製及び発光式のも
のを除く。）

19B21 ○ 非發光式非金屬製門號牌 2033

20 200156 stuffed birds ○ 鳥の剥製 20C01,20C50 ○ 鳥標本 2015

20 200157 pillows ○ まくら 17C01 ○ 枕頭 2003

20 200158 air pillows, not for medical purposes ○
空気まくら（医療用のものを除
く。）

17C01 ○ 非醫療用氣枕 2003

20 200159 straw mattress ○ わら製マットレス 17C01 ○ 稻草製床墊 2001

20 200159 straw mattresses ○ わら製マットレス 17C01 ○ 稻草製床墊 2001

20 200160 plaited straw, except matting ○ 麦わら製編物（敷物を除く。） 18A01 ○ 稻草編織物（草蓆除外） 2020

20 200161 straw plaits ○ 麦わらさなだ 18A01 ○ 稻草編織物 2020

20 200162 straw edgings ○ 麦わら製縁飾り 18A01 ○ 稻草製鑲邊 2020

20 200163 bakers' bread baskets ○ パンかご（パン製造業者用） 09A08 ○ 麵包店用麵包籃 2009

20 200164 umbrella stands ○ 傘立て 20A01 ○ 傘架 2001

20 200165 screens [furniture] ○ つい立て（家具） 20C04 ○ 屏風 2001

20 200166 clothes hooks, not of metal ○
衣服用フック（金属製のものを除
く。）

19B36 ○ 非金屬製掛衣鉤 2026

20 200167 bead curtains for decoration ○ 装飾用ビーズカーテン 20C01 ○ 裝飾用珠簾 2004

20 200168 tent pegs, not of metal ○
テント用くい（金属製のものを除
く。）

13C01,20D01,24C03 ○ 非金屬製帳篷用樁釘 2026

20 200169 table tops ○ 食卓の天板 20A01 ○ 桌面 2001

20 200170 doors for furniture ○ 家具用扉 20A01 ○ 家具用門扉 2001

20 200171 curtain rails ○ カーテンレール 13C01 ○ 窗簾軌 2032

20 200172 furniture shelves ○ 家具用棚板 20A01 ○ 家具擱板 2001

20 200173 edgings of plastic for furniture ○ 家具用プラスチック製縁取り材 20A01,34A01 ○ 家具用塑膠製緣 2026

20 200174 reservoirs, not of metal nor of masonry ○
貯蔵槽類（金属製又は石製のものを
除く。）

09G59,09G60 ○ 非金屬製及非石製貯水容器 2009

20 200174 tanks, not of metal nor of masonry ○
貯蔵槽類（金属製又は石製のものを
除く。）

09G59,09G60 ○ 非金屬製及非石製貯水容器 2009

20 200175 curtain rods ○ カーテンロッド 13C01 ○ 窗簾桿 2032

20 200176 curtain hooks ○ カーテンフック 13C01 ○ 窗簾鉤 2032

20 200177 curtain tie-backs ○ カーテン用止めひも 20C01 ○ 窗簾掛鉤 2032

20 200178 reeds [plaiting materials] ○ 葦（編物材料） 34E03 ○ 蘆葦（編織材料） 2020

20 200179 animal hooves ○ 動物のひづめ 34E05 ○ 動物蹄 2016

20 200180 writing desks ○ 筆記用机 20A01 ○ 書桌 2001

20 200181 locks, not of metal, for vehicles ○ 乗物用錠（金属製のものを除く。） 13C02 ○ 非金屬製交通工具用鎖 2027

20 200182 seats of metal ○ 金属製腰掛け 20A01 ○ 金屬製椅 2001

20 200183 sofas ○ ソファー 20A01 ○ 沙發 2001

20 200184 settees ○ ソファー 20A01 ○ 有靠背長椅 2001

20 200185 bed bases ○ ベッドベース 20A01 ○ 床底座 2001

20 200186 valves of plastic, other than parts of machines ○ プラスチック製バルブ 09F05 ○ 非機械零件用塑膠製閥 2034

20 200187 statues of wood, wax, plaster or plastic ○
木製・ろう製・石膏製又はプラス
チック製の像

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 木製或蠟製或石膏製或塑膠製雕像 2002

20 200188 tables of metal ○ 金属製食卓 20A01 ○ 金屬桌 2001

20 200189 dressing tables ○ 化粧台 20A01 ○ 梳粧台 2001

20 200190 moldings for picture frames ○ 額縁用飾り縁 26B01 ○ 畫框用裝飾板條 2008

20 200190 mouldings for picture frames ○ 額縁用飾り縁 26B01 ○ 畫框用裝飾板條 2008

20 200191 shelves for storage ○ 保管用棚 20A01 ○ 貯存架 2001

20 200192 lockers [furniture] ○ ロッカー（家具） 20A01 ○ 寄物櫃（家具） 2001

20 200193 mirrors [looking glasses] ○ 鏡（姿見） 20A01 ○ 鏡子 2018

20 200194 deck chairs ○ デッキチェア 20A01,20D02 ○ 折疊躺椅 2001

20 200195 bolsters ○ 長まくら（まくら下用） 17C01 ○ 長枕 2003

20 200196 trestles [furniture] ○ 架台（家具） 20A01 ○ 支架（家具） 2001

20 200197 keyboards for hanging keys ○ 鍵掛けボード 19B99 ○ 鑰匙掛板 2026

20 200198 plate racks [furniture] ○ 食器用戸棚（家具） 20A01 ○ 餐具架（家具） 2001

20 200199 wickerwork ○ 枝編み細工品 18C03,18C06,20A01 ○ 柳條製品 2020

20 200200 showcases [furniture] ○ ショーケース（家具） 20A01 ○ 玻璃陳列櫃 2001

20 200201 air cushions, not for medical purposes ○
空気クッション（医療用のものを除
く。）

17C01 ○ 非醫療用氣墊 2003

20 200202 air mattresses, not for medical purposes ○
エアマットレス（医療用のものを除
く。）

17C01 ○ 非醫療用氣墊床 2001

20 200203 ambroid bars ○ 合成こはくの棒 06B01 ○ 合成琥珀棒 2016

20 200204 ambroid plates ○ 合成こはくの板 06B01 ○ 合成琥珀板 2016

20 200205 works of art of wood, wax, plaster or plastic ○
木製・ろう製・石膏製又はプラス
チック製の造形品

20C01,20C50,20D50,

26C01
○

木製或蠟製或石膏製或塑膠製藝術
品

2002

20 200206 troughs, not of metal, for mixing mortar ○
モルタル混合用槽（金属製のものを
除く。）

09A99 ○ 非金屬製攪拌灰漿用槽 2009

20 200207 bins, not of metal ○ 貯蔵容器（金属製のものを除く。）
18C03,18C06,18C09,

18C13
○ 非金屬製貯藏箱 2009、2001

20 200207 chests, not of metal ○ 収納箱（金属製のものを除く。） 20A01 ○ 非金屬製櫥櫃 2009、2001

20 200209 vice benches [furniture] ○ 万力作業台（家具） 20A01 ○ 鉗工工作台（家具） 2001

20 200210 barrels, not of metal ○ たる（金属製のものを除く。） 18C03,18C06,18C09 ○ 非金屬製桶 2009

20 200211 barrel hoops, not of metal ○
たる用たが（金属製のものを除
く。）

18C03,18C06,18C09,

18C13
○ 非金屬製桶箍 2009

20 200211 cask hoops, not of metal ○
たる用たが（金属製のものを除
く。）

18C03,18C06,18C09,

18C13
○ 非金屬製桶箍 2009

20 200212 stands for calculating machines ○ 計算機用台 20A01 ○ 計算機架 2001

20 200213 bungs, not of metal ○ たる用栓（金属製のものを除く。） 18C13 ○ 非金屬製桶栓 2026

20 200213 plugs, not of metal ○ 栓（金属製のものを除く。） 18C13 ○ 非金屬製桶栓 2026

20 200214 sealing caps, not of metal ○
密封キャップ（金属製のものを除
く。）

18C13 ○ 非金屬製密封蓋 2009

20 200215 screws, not of metal ○ ねじ（金属製のものを除く。） 13C01 ○ 非金屬製螺絲 2026

20 200216 rivets, not of metal ○ リベット（金属製のものを除く。） 13C01 ○ 非金屬製鉚釘 2026

20 200217 dowels, not of metal ○
合わせくぎ（金属製のものを除
く。）

13C01 ○ 非金屬製暗榫 2026

20 200217 pegs [pins], not of metal ○ 止めくぎ（金属製のものを除く。） 13C01 ○ 非金屬製樁釘 2026

20 200217 pins [pegs], not of metal ○ 止めくぎ（金属製のものを除く。） 13C01 ○ 非金屬製樁釘 2026

20 200218 bolts, not of metal ○ ボルト（金属製のものを除く。） 13C01 ○ 非金屬製螺栓 2026

20 200219 bottle caps, not of metal ○
瓶用キャップ（金属製のものを除
く。）

18C13 ○ 非金屬製瓶蓋 2009

20 200220 bottle closures, not of metal ○
瓶用栓又はふた（金属製のものを除
く。）

18C13 ○ 非金屬製瓶塞 2009

20 200220 bottle fasteners, not of metal ○ 瓶用栓（金属製のものを除く。） 18C13 ○ 非金屬製瓶塞 2009

20 200221 identification bracelets, not of metal ○ 識別腕輪（金属製のものを除く。） 10D01,19B21 ○ 非金屬製識別手環 2036

20 200222 dinner wagons [furniture] ○ 配膳用ワゴン（家具） 20A01 ○ 手推餐車 2001

20 200223 busts of wood, wax, plaster or plastic ○
木製・ろう製・石膏製又はプラス
チック製の胸像

20C01,20C50,20D50,

26C01
○

木製或蠟製或石膏製或塑膠製半身
像

2002

20 200224 binding screws, not of metal, for cables ○
ケーブル結束用ねじ（金属製のもの
を除く。）

13C01 ○ 電纜用非金屬製夾緊螺釘 2026

20 200225 picture frames ○ 額縁 26B01 ○ 畫框 2008

20 200226 picture frame brackets ○ 額縁用ブラケット 26B01 ○ 畫框托架 2026

20 200226 picture rods [frames] ○ 画桟（額縁用のもの） 26B01 ○ 畫框 2008

20 200229 massage tables ○ マッサージ台 20A01 ○ 按摩台 2001

20 200230 waterbeds, not for medical purposes ○
ウォーターベッド（医療用のものを
除く。）

20A01 ○ 非醫療用水床 2001

20 200231 drain traps [valves] of plastic ○
排水用プラスチック製トラップ（バ
ルブ）

09F05 ○ 塑膠製排放彎管閥瓣 2034

20 200232 plugs [dowels], not of metal ○
プラグ（合わせくぎ）（金属製のも
のを除く。）

13C01 ○ 非金屬製暗榫 2026

20 200232 wall plugs, not of metal ○
壁面取り付け具（金属製のものを除
く。）

13C01 ○ 非金屬製壁釘套 2026

20 200233 shells ○ 貝殻 34E05 ○ 貝殼 2016

20 200235 stools ○ スツール 20A01 ○ 凳子 2001

20 200236 water-pipe valves of plastic ○ 送水管用プラスチック製バルブ 09F05 ○ 水管用塑膠閥 2034



20 200238 bottle casings of wood ○ 瓶用木製箱 18C03 ○ 瓶用木箱 2009

20 200239 figurines of wood, wax, plaster or plastic ○
木製・ろう製・石膏製又はプラス
チック製の小像

20C01,20C50,20D50,

26C01
○

木製或蠟製或石膏製或塑膠製小雕
像

2002

20 200239 statuettes of wood, wax, plaster or plastic ○
木製・ろう製・石膏製又はプラス
チック製の小像

20C01,20C50,20D50,

26C01
○

木製或蠟製或石膏製或塑膠製小雕
像

2002

20 200240 locks, not of metal, other than electric ○
錠（金属製及び電気式のものを除
く。）

13C02 ○ 非電氣式非金屬製鎖 2027

20 200241 hairdressers' chairs ○ 調髪用いす 09E25 ○ 理髮椅 2001

20 200242 poles, not of metal ○ ポール（金属製のものを除く。）
13C01,19B22,19B32,

24C03
○ 非金屬製竿 2020

20 200243 baskets, not of metal ○
バスケット（金属製のものを除
く。）

18C06 ○ 非金屬製籃 2009

20 200244 letter boxes, not of metal or masonry ○
郵便受け（金属製及び石製のものを
除く。）

19B35 ○ 非金屬非石製信箱 2010

20 200251 mooring buoys, not of metal ○
けい留ブイ（金属製のものを除
く。）

09G08,09G49,09G99 ○ 非金屬製繫船浮標 2037

20 200252 garment covers [storage] ○ 衣服保管用カバー 19B99 ○ 貯藏用衣服防塵套 2009

20 200253 signboards of wood or plastics ○ 木製又はプラスチック製看板 20D04 ○ 木製或塑膠製告示牌 2033

20 200254 trolleys [furniture] ○ ワゴン（家具） 20A01 ○ 手推車（家具） 2001

20 200255 bamboo curtains ○ 竹製カーテン 20C01 ○ 竹簾 2004

20 200256 chests for toys ○ おもちゃ箱 20A01 ○ 玩具箱 2001

20 200257 high chairs for babies ○ 幼児用ハイチェアー 20A01 ○ 兒童用高腳椅 2001

20 200258 infant walkers ○ 幼児用歩行器 24A01 ○ 幼兒學步車 2001

20 200259 inflatable publicity objects ○ アドバルーン 20D04 ○ 充氣式廣告物 2033

20 200260 plastic key cards, not encoded and not magnetic ○

プラスチック製キーカード（コード
化されているもの及び磁気式のもの
を除く。）

13C02 ○ 非磁性未編碼塑膠製鑰匙卡 2027

20 200261 mirror tiles ○ タイル状の鏡 20A01 ○ 鏡磚 2018

20 200262 pulleys of plastics for blinds ○ ブラインド用プラスチック製滑車 13C01 ○ 百葉窗簾用塑膠滑輪 2032

20 200263 saw horses ○ 木挽き台 20A01 ○ 鋸木架 2001

20 200264 scratching posts for cats ○ 猫用ひっかきポスト 19B33 ○ 貓用磨爪棒 2030

20 200265 shoulder poles [yokes] ○ 天秤棒又はくびき 12A71 ○ 扁擔 2020

20 200266 carts for computers [furniture] ○ コンピュータ用カート（家具） 20A01 ○ 帶輪電腦桌 2001

20 200266 trolleys for computers [furniture] ○ コンピュータ用カート（家具） 20A01 ○ 帶輪電腦桌 2001

20 200267 funerary urns ○ 骨つぼ 20F01 ○ 骨灰甕 2028

20 200268 wind chimes [decoration] ○ 装飾用ウインドチャイム 20C02 ○ 風鈴 2002

20 200269 indoor window shades of woven wood ○ 編み木製屋内窓用シェード 20C01 ○ 木編室內捲簾 2004

20 200269 indoor window blinds of woven wood ○ 編み木製屋内窓用ブラインド 20C01 ○ 木編室內百葉窗簾 2004

20 200270 book rests [furniture] ○ 書見台（家具） 20A01 ○ 閱讀用置書架（家具） 2001

20 200271 pet cushions ○ ペット用クッション 19B33 ○ 寵物軟墊 2030

20 200272 indoor window blinds [furniture] ○ 屋内窓用ブラインド 20C01 ○ 室內百葉窗簾 2004

20 200272 indoor window shades [furniture] ○ 屋内窓用ブラインド（シェード） 20C01 ○ 室內捲簾 2004

20 200273 door handles, not of metal ○
ドアハンドル（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07C01 ○ 非金屬製門把 2026

20 200274 hand-held mirrors [toilet mirrors] ○ 手鏡（化粧用鏡） 20A01 ○ 手持鏡子 2018

20 200275 mats for infant playpens ○ ベビーサークル用マット 17C01,20A01 ○ 嬰兒遊戲圍欄用墊 2003

20 200276 towel stands [furniture] ○ タオルスタンド（家具） 20A01 ○ 立式毛巾架（家具） 2001

20 200277 knobs, not of metal ○ ノブ（金属製のものを除く。）
07A02,07A03,07C01,

07E01
○ 非金屬製球形把手 2026

20 200278 wall-mounted baby changing platforms ○ 壁取付式の乳幼児のおむつ替え用台 20A01 ○ 壁掛式嬰兒尿布更換台 2001

20 200279 reusable baby changing mats ○
再利用可能な乳幼児のおむつ替え用
マット

17C01 ○ 可重複使用的嬰兒更換尿布用墊 2003

20 200280 door bolts, not of metal ○
扉用差し錠（金属製のものを除
く。）

13C01 ○ 非金屬製門插銷 2026

20 200281 indoor window shades of paper ○ 紙製屋内窓用シェード 20C01 ○ 紙製室內捲簾 2004

20 200281 indoor window blinds of paper ○ 紙製屋内窓用ブラインド 20C01 ○ 紙製室內百葉窗簾 2004

20 200282 indoor window shades of textile ○ 織物製屋内窓用シェード 20C01 ○ 紡織品製室內捲簾 2004

20 200282 indoor window blinds of textile ○ 織物製屋内窓用ブラインド 20C01 ○ 紡織品製室內百葉窗簾 2004

20 200283 door bells, not of metal, non-electric ○
玄関用呼鈴（金属製及び電気式のも
のを除く。）

07A02,07A03,07C01,

07E01
○ 非電氣式非金屬門鈴 2026

20 200284 freestanding partitions [furniture] ○ 自立型間仕切り（家具） 20A01,20C04 ○ 獨立式分區隔板（家具） 2001

20 200285 screw tops, not of metal, for bottles ○
瓶用スクリューキャップ（金属製の
ものを除く。）

18C13 ○ 瓶用非金屬製螺旋蓋 2009

20 200286 door knockers, not of metal ○
ドアノッカー（金属製のものを除
く。）

07A02,07A03,07C01,

07D01
○ 非金屬製門環 2026

20 200287 saw benches [furniture] ○ のこぎり台（家具） 20A01 ○ 鋸台（家具） 2001

20 200288 inflatable furniture ○ 空気注入式家具 20A01 ○ 充氣家具 2001

20 200289 step stools, not of metal ○
踏み台型きゃたつ（金属製のものを
除く。）

19B34 ○ 非金屬製梯凳 2024

20 200290 bathtub grab bars, not of metal ○
浴槽用手すり（金属製のものを除
く。）

19B04,19B57 ○ 非金屬製浴缸扶手 2026

20 200291 collars, not of metal, for fastening pipes ○
管固定用環（金属製のものを除
く。）

09F06,13C01 ○ 固定管路用非金屬軸環 2026

20 200292 jewellery organizer displays ○ 宝石整理用陳列棚 20A01 ○ 珠寶收納展示架 2001

20 200292 jewelry organizer displays ○ 宝石整理用陳列棚 20A01 ○ 珠寶收納展示架 2001

20 200293 sleeping mats ○ スリーピングマット 17C01 ○ 睡墊 2003

20 200293 sleeping pads ○ スリーピングパッド 17C01 ○ 睡墊 2003

20 200294 split rings, not of metal, for keys ○
鍵用のスプリットリング（金属製の
ものを除く。）

13C02 ○ 鑰匙用非金屬製開口環 2027

20 200295 dispensers, not of metal, for dog waste bags X
［犬の排泄物処理用袋のディスペン
サー（金属製のものを除く。）］

― ○ 非金屬製狗排泄物垃圾袋分配器 2009

20 200296 door stops, not of metal or rubber ○
ドアストップ（金属製及びゴム製の
ものを除く。）

13C01,19B99 ○ 非金屬製或非橡膠製門檔 2026

20 200297 window stops, not of metal or rubber ○
窓用止め具（金属製及びゴム製のも
のを除く。）

13C01 ○ 非金屬製或非橡膠製窗檔 2026

20 200298 sash fasteners, not of metal, for windows ○
窓サッシ用締め具（金属製のものを
除く。）

13C01 ○ 非金屬製窗框固定器 2026

20 200299 window fasteners, not of metal ○
窓用締め具（金属製のものを除
く。）

13C01 ○ 非金屬製窗扣 2026

20 200300 door fasteners, not of metal ○
ドア用締め具（金属製のものを除
く。）

13C01 ○ 非金屬製門扣 2026

20 200301 tool boxes, not of metal, empty ○
工具箱（金属製のものを除く。）
（空のもの）

19B53 ○ 空的非金屬製工具箱 2038

20 200302 tool chests, not of metal, empty ○
工具箱（金属製のものを除く。）
（空のもの）

19B53 ○ 空的非金屬製工具箱 2038

20 200303 shelving units ○ 棚 20A01 ○ 層架組 2001

20 200304 bag hangers, not of metal ○
バッグハンガー（金属製のものを除
く。）

19B36 ○ 非金屬製提袋掛鉤 2026

20 200305 plastic keys ○ プラスチック製鍵 13C02 ○ 塑膠製鑰匙 2027

20 200306 brackets, not of metal, for furniture ○
家具用のブラケット（金属製のもの
を除く。）

13C01 ○ 家具用非金屬製托架 2026

20 200307 labels of plastic ○ プラスチック製ラベル 25B01 ○ 塑膠製標籤 2033

20 200308 console tables ○ コンソールテーブル 20A01 ○ 玄關桌 2001

20 200309 bookcases ○ 本箱 20A01 ○ 書櫃 2001

20 200310 valet stands ○ 小物掛けスタンド 20A01 ○ 衣帽架 2001

20 200311 jerrycans, not of metal ○ 燃料缶（金属製のものを除く。） 18C09,18C13 ○ 非金屬製汽油罐 2009

20 200312 birdhouses ○ 鳥用巣箱 19B33 ○ 鳥屋 2030

20 200313 clips of plastic for sealing bags ○
袋を密封するためのプラスチック製
包装用クリップ

13C01,18C13 ○ 塑膠製密封夾 2026

20 200314 bumper guards for cots, other than bed linen ○
小児用寝台用緩衝保護具（寝具に当
たるものを除く。）

19B99,20A01 ○ 嬰兒床防撞條 2026

20 200314 bumper guards for cribs, other than bed linen ○
小児用寝台用緩衝保護具（寝具に当
たるものを除く。）

19B99,20A01 ○ 嬰兒床防撞條 2026

20 200315 boxes of wood or plastic ○ 木製又はプラスチック製の箱 18C03,18C09,18C13 ○ 木製或塑膠製盒 2009

20 200316 cots for babies ○ 乳児用寝台 20A01 ○ 嬰兒床 2001

20 200316 cribs for babies ○ 乳児用寝台 20A01 ○ 嬰兒床 2001

20 200317 Moses baskets ○ 乳児運搬用揺りかご 24A01 ○ 嬰兒提籃 2001

20 200318 legs for furniture ○ 家具用脚 20A01 ○ 家具腿 2001

20 200319 feet for furniture ○ 家具用脚 20A01 ○ 家具腳 2001



20 200320 wardrobes ○ 洋服だんす 20A01 ○ 衣櫥 2001

20 200321 footstools ○ 足載せ用スツール 20A01 ○ 腳凳 2001

20 200322 shoe pegs, not of metal ○ 靴くぎ（金属製のものを除く。） 22A02 ○ 非金屬製鞋釘 2026

20 200323 shoe dowels, not of metal ○
靴合わせくぎ（金属製のものを除
く。）

22A02 ○ 非金屬製鞋跟釘 2026

20 200324
crucifixes of wood, wax, plaster or plastic,

other than jewellery
○

木製・ろう製・石膏製又はプラス
チック製の十字架像（宝飾品を除
く。）

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 非珠寶之木蠟石膏或塑膠製十字架 2002

20 200324
crucifixes of wood, wax, plaster or plastic,

other than jewelry
○

木製・ろう製・石膏製又はプラス
チック製の十字架像（宝飾品を除
く。）

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 非珠寶之木蠟石膏或塑膠製十字架 2002

20 200325 oil drainage containers, not of metal ○
排油用容器（金属製のものを除
く。）

18C09,18C13 ○ 非金屬製集油容器 2009

20 200326 air beds, not for medical purposes ○
エアベッド（医療用のものを除
く。）

20A01 ○ 非醫療用充氣床 2001

20 200327 camping mattresses ○ キャンプ用マットレス 24C03 ○ 露營床墊 2001

20 200328 plastic ramps for use with vehicles ○ 乗物用プラスチック製スロープ台 09E99 ○ 用於車輛的塑膠坡道 2024

20 200329 shower chairs ○ シャワーチェア 19B04 ○ 淋浴椅 2001

20 200330 head support cushions for babies ○ 乳児の頭のサポート用クッション 17C01 ○ 嬰兒頭部支撐墊 2003

20 200331 anti-roll cushions for babies ○ 乳児寝返り防止用クッション 17C01 ○ 嬰兒防滾墊 2003

20 200332 head positioning pillows for babies ○ 乳児用頭の位置決め枕 17C01 ○ 嬰兒頭部定位枕 2003

20 200333 hand-held flagpoles, not of metal ○
手持式旗ざお（金属製のものを除
く。）

19B22 ○ 非金屬製手持式旗竿 2014

20 200334 stoppers, not of glass, metal or rubber ○
栓（ガラス製・金属製及びゴム製の
ものを除く。）

18C13 ○ 非玻璃非金屬非橡膠製塞 2009

20 200335 door closers, not of metal, non-electric ○
ドアクローザー（金属製及び電気式
のものを除く。）

07A03 ○ 非電氣式非金屬製關門器 2026

20 200335 door springs, not of metal, non-electric ○
扉用ばね（金属製及び電気式のもの
を除く。）

07A03 ○ 非電氣式非金屬製門用彈簧 2026

20 200336 runners, not of metal, for sliding doors ○
引戸用戸車（金属製のものを除
く。）

07A03 ○ 拉門用非金屬製滑軌 2026

20 200337 bath seats for babies ○ 乳幼児用浴室用椅子 19B04 ○ 嬰兒用洗澡椅 2001

20 200338 lap desks ○ 膝机 20A01 ○ 膝上桌 2001

20 200339 portable desks ○ 持ち運びできる机 20A01 ○ 可攜式書桌 2001

20 200340 door openers, not of metal, non-electric ○
ドアオープナー（金属製及び電気式
のものを除く。）

07A03 ○ 非電氣式非金屬製開門器 2026

20 200341 window openers, not of metal, non-electric ○
窓開口装置（金属製及び電気式のも
のを除く。）

07A03 ○ 非電氣式非金屬製開窗器 2026

20 200342 window closers, not of metal, non-electric ○
窓閉塞装置（金属製及び電気式のも
のを除く。）

07A03 ○ 非電氣式非金屬製閉窗器 2026

20 200343 sash pulleys, not of metal ○
上げ下げ窓用の滑車（金属製のもの
を除く。）

07A03 ○ 非金屬製窗框滑輪 2026

20 200343 window pulleys, not of metal ○ 窓用滑車（金属製のものを除く。） 07A03 ○ 非金屬製窗框滑輪 2026

20 200344 padlocks, not of metal, other than electronic ○
南京錠（金属製及び電気式のものを
除く。）

13C02 ○ 非電氣式非金屬製掛鎖 2027

20 200345 bathroom vanities [furniture] ○ 洗面化粧台 20A01 ○ 附盥洗盆的浴室櫃（家具） 2001

20 200346 drawers for furniture ○ 家具用引き出し 20A01 ○ 家具抽屜 2001

20 200347 luggage lockers ○ 荷物用ロッカー 20A01 ○ 行李寄存櫃 2001

20 200348
containers, not of metal, for compressed gas or

liquid air
○

高圧ガス又は液体空気用容器（金属
製のものを除く。）

18C09,18C13 ○
壓縮氣體或液態空氣用非金屬製容
器

2009

20 200349
bottles [containers], not of metal, for

compressed gas or liquid air
○

圧縮ガス用又は液体空気用の包装用
びん（金属製のものを除く。）

18C09,18C13 ○ 壓縮氣體或液態空氣用非金屬製瓶 2009

20 200350 bathroom stools ○ 浴室用腰掛け 19B04 ○ 浴凳 2001

20 200351 kitchen dressers [furniture] ○ 台所用戸棚（家具） 20A01 ○ 餐具櫃（家具） 2001

20 200352 mats, removable, for sinks ○ 取り外し可能な流し台用マット 19A05 ○ 水槽用可移動止滑墊 2026

20 200353 drawer organizers ○ 引き出し仕切り用具 20A01 ○ 抽屜整理格 2001

20 200354 hanging closet organizers ○ 吊り下げ式クローゼット仕切り用具 20A01 ○ 衣櫥用懸掛式整理格 2001

20 200355
covers specially made for handling and transport

of bottles, not of metal, for compressed gas
○

圧縮ガス用びん（金属製のものを除
く。）の持ち運び専用カバー

18C09,18C13 ○
搬運及輸送壓縮氣體之非金屬瓶專
用護套

2009

20 200356 cushions for lining pet crates ○
ペット用かごに敷くためのクッショ
ン

19B33 ○ 寵物箱襯底用墊 2030

20 200357 sneeze guards ○ スニーズガード 20A01,20C04 ○ 防飛沫隔板 2001

20 200358
waste dumpsters, not of metal, other than for

medical use
○

廃棄物用の大型ごみ容器（金属製の
ものを除く。）（医療用のものを除
く。）

18C03,18C06,18C09,

18C13,20D50
○ 非金屬製非醫療用大型垃圾箱 2009

20 200359 recycling bins, not of metal ○
リサイクル用貯蔵容器（金属製のも
のを除く。）

18C03,18C06,18C09,

18C13
○ 非金屬製回收桶 2009

20 200360 sew-on tags of plastic for clothing ○
被服用のプラスチック製縫い付けタ
グ

25B01 ○ 服裝用縫合式塑膠製標籤 2033

20 200361 queue ticket dispensers, not of metal ○
手動式チケット発行器具（金属製の
ものを除く。）

09E21 ○ 非金屬製排隊取號器 2040

20 200362 boxes, not of metal, for dispensing paper towels ○
紙タオル取り出し用箱（金属製のも
のを除く。）

19B54 ○ 非金屬製紙巾抽取盒 2009

20 200363 toilet paper dispensers, not of metal ○
トイレットペーパーディスペンサー
（金属製のものを除く。）

19B56 ○ 非金屬製衛生紙分配器 2009

20 200364 ergonomic chairs for seated massage ○
着座式マッサージの施術時に用いる
人間工学に基づいた椅子

20A01 ○ 坐趴式按摩用人體工學椅 2001

20 200365
commemorative statuary cups of wood, wax,

plaster or plastic
○

木製・ろう製・石膏製又はプラス
チック製の記念用彫像カップ

20E01 ○
木製或蠟製或石膏製或塑膠製紀念
雕像杯

2002

20 200366 racks for storing cardboard ○ 段ボール収納用ラック 20A01 ○ 紙板存放架 2001

20 200367 prize cups of wood, wax, plaster or plastic ○
木製・ろう製・石膏製又はプラス
チック製の記念カップ

20E01 ○ 木製或蠟製或石膏製或塑膠製獎杯 2002

20 200368 sleeping mats of bamboo or straw ○
竹製又はわら製のスリーピングマッ
ト

17C01 ○ 竹製或稻草製睡墊 2003

21 210001 drinking troughs ○ 水飼い用おけ 09A42 ○ 飲水槽 2122

21 210002 feeding troughs ○ かいばおけ 09A42 ○ 飼料槽 2122

21 210005 steel wool for cleaning ○ 清掃用スチールウール 19A06 ○ 清潔用鋼絲絨 2103

21 210006 washing boards ○ 洗濯板 19A06 ○ 洗衣板 2119

21 210007 thermally insulated containers for food ○ 食品用断熱容器 19A01,19A03,19A04 ○ 食物保溫容器 2123

21 210008 carpet beaters [hand instruments] ○ 手動じゅうたんたたき 19A06 ○ 地毯拍打器 2119

21 210009 glass bulbs [receptacles] ○ ガラス製球状容器
18C02,19A03,19A04,

19A05
○ 玻璃製球狀容器 2113

21 210009 glass vials [receptacles] ○ ガラス製アンプル型瓶 18C02 ○ 小玻璃瓶 2113

21 210010 animal bristles [brushware] ○ ブラシ用獣毛 34E07 ○ 動物毛製刷 2103

21 210011 poultry rings ○ 家きん用リング 09A48 ○ 家禽環 2122

21 210012 nozzles for watering hose ○ 散水用ホース用ノズル 19B32 ○ 灑水管噴嘴 2125

21 210013 sprinkling devices ○ 散水器 19B32 ○ 灑水器 2125

21 210013 watering devices ○ 散水器 19B32 ○ 灑水器 2125

21 210014 brushes* ○ ブラシ
11A07,13B04,19A05,

19A06,19B33,19B37,

21F01,22A02

X 刷子* ―

21 210015 sprinklers ○ 散水器 19B32 ○ 灑水器 2125

21 210016 watering cans ○ じょうろ 19B32 ○ 灑水壺 2125

21 210017 bread baskets for household purposes ○ パンかご（家庭用のもの） 19A03 ○ 家用麵包籃 2101

21 210018 rings for birds ○ 鳥用リング 09A48 ○ 鳥環 2122

21 210019 bird baths* ○ 小鳥用水盤 19B33 ○ 小鳥用水盤* 2122

21 210020 brooms ○ ほうき 19A06 ○ 掃把 2119

21 210021 carpet sweepers ○ じゅうたん掃除具 19A06 ○ 地毯清掃器 2119

21 210022 glass flasks [containers] ○ ガラス製フラスコ型瓶
18C02,19A03,19A04,

19A05
○ 玻璃製瓶 2113

21 210023 buckets ○ 台所用・清掃用バケツ 19A05,19A06 ○ 提桶 2119

21 210023 pails ○ 台所用・清掃用手おけ 19A05,19A06 ○ 提桶 2119

21 210025 basins [receptacles] ○ 鉢（容器） 19A03 X 盆（容器） ―

21 210026 cooking pot sets ○ 調理用なべ類セット 19A01 ○ 成套的烹飪鍋 2101

21 210027 pouring spouts ○ 注ぎ口 19A01,19A03 ○ 瓶罐傾倒口 2101

21 210028 currycombs ○ 馬ぐし 19B33,24C02 ○ 馬梳 2122

21 210030 butter dishes ○ バター入れ 19A03 ○ 奶油碟 2101

21 210031 butter-dish covers ○ バター入れ用覆い 19A03 ○ 奶油碟蓋 2101



21 210032 beer mugs ○ ビールジョッキ 19A03 ○ 啤酒杯 2101

21 210033 glass jars [carboys] ○
酸などを入れる箱又はかご入りガラ
ス瓶

18C02 ○ 玻璃瓶 2113

21 210034 drinking vessels ○ コップ類 19A03 ○ 飲用容器 2101

21 210035 heat-insulated containers for beverages ○ 飲料用断熱容器 19A04 ○ 飲料隔熱容器 2123

21 210037 soap boxes ○ せっけん箱 21F01 ○ 肥皂盒 2119

21 210038 tea caddies ○ 茶缶 19A03 ○ 茶葉罐 2101

21 210039 basins [bowls] ○ ボウル 19A03,19A05 X 盆（碗狀物） ―

21 210039 bowls [basins] ○ ボウル 19A03,19A05 X 碗狀物（盆） ―

21 210040 carboys ○
酸などを入れる箱又はかご入りガラ
ス瓶

18C02 ○ 耐酸性大玻璃瓶 2113

21 210040 demijohns ○ デミジョン（細首大びん） 18C02 ○ 耐酸性大玻璃瓶 2113

21 210041 boot jacks ○ 靴脱ぎ器 19B54 ○ 脫靴器 2108

21 210042 glass stoppers ○ ガラス製栓 18C13 X 玻璃塞 ―

21 210043 corkscrews, electric and non-electric ○
電気式及び非電気式ねじ込み式コル
ク栓抜

11A06,19A05 ○ 電動或非電動拔塞鑽 2101

21 210044 decorative glass spheres ○ 装飾用ガラス球 20C01,20C50 ○ 裝飾玻璃球 2107

21 210045 bottles ○ 瓶
18C02,18C09,19A03,

19A04,19A05
X 瓶子 ―

21 210046 insulating flasks ○ 魔法瓶 19A04 ○ 隔熱瓶 2123

21 210046 vacuum bottles ○ 魔法瓶 19A04 ○ 真空保溫瓶 2123

21 210047 refrigerating bottles ○ 冷却用瓶
18C02,19A03,19A04,

19A05
○ 冷藏瓶 2101

21 210048 bottle openers, electric and non-electric ○ 電気式及び非電気式瓶用栓抜 11A06,19A05 ○ 電動或非電動開瓶器 2101

21 210049 cooking pins of metal ○ 調理用金属製小ぐし 19A05 ○ 烹調用金屬串叉 2101

21 210049 cooking skewers of metal ○ 調理用金属製焼きぐし 19A05 ○ 烹調用金屬串叉 2101

21 210050 nail brushes ○ つめ用ブラシ 21F01 ○ 指甲刷 2118

21 210051 toilet brushes ○ トイレ清掃用ブラシ 19A06 ○ 馬桶刷 2103

21 210052 lamp-glass brushes ○ ランプのガラス磨き用ブラシ 19A06 ○ 玻璃燈罩刷 2103

21 210054 material for brush-making ○ ブラシ製造用材料 34A01,34E02,34E07 X 製刷材料 ―

21 210055 hair for brushes ○ ブラシ用毛 34E07 ○ 製刷用毛 2104

21 210056 perfume burners, electric and non-electric ○
香炉（電気式及び非電気式のも
の。）

11A06,20F01 ○ 電動和非電動香精台 2129

21 210057 cruets ○ 薬味入れ 19A05 ○ 調味瓶 2101

21 210058 cabarets [trays] ○ 盆 19A05 ○ 托盤 2101

21 210059 birdcages ○ 鳥かご 19B33 ○ 鳥籠 2122

21 210061 sifters [household utensils] ○ ふるい（家庭用具） 19A05 X 篩（家用器具） ―

21 210062 heat-insulated containers ○ 断熱容器 19A01,19A03,19A04 X 隔熱容器 ―

21 210063 decanters ○ デカンター 19A03 ○ 玻璃酒瓶 2101

21 210064 menu card holders ○ メニューホルダー 19A05 ○ 菜單卡片座 2101

21 210065 stew-pans ○ シチューなべ 19A01 ○ 燉鍋 2101

21 210066 saucepan scourers of metal ○ シチューなべ用金属製磨き具 19A06 ○ 金屬製鍋刷 2103

21 210067 cinder sifters [household utensils] ○ 燃え殻ふるい（家庭用具） 19B29 ○ 煤渣用篩 2119

21 210068 ceramics for household purposes ○ 家庭用陶磁製品

18C10,19A01,19A03,

19A04,19A05,19A06,

19B32,19B39,19B44,

19B56,20C02,20F01,

21F01

X 家庭用陶磁製品 ―

21 210069 fly swatters ○ はえたたき 19B30 ○ 蒼蠅拍 2111

21 210070 cauldrons ○ 大なべ 19A01 ○ 大鍋 2101

21 210071 shoe brushes ○ 靴ブラシ 22A02 ○ 鞋刷 2103

21 210073 horse brushes ○ 馬用ブラシ 19B33,24C02 ○ 馬刷 2103

21 210074 mangers for animals ○ かいばおけ 09A42 ○ 飼養槽 2122

21 210075 combs for animals ○ 動物用くし 19B33,24C02 ○ 動物用梳 2122

21 210076 combs* ○ くし 21F01 ○ 梳子* 2105

21 210077 cloths for cleaning ○ 雑巾 19A06 ○ 清潔用抹布 2119

21 210077 rags for cleaning ○ 雑巾 19A06 ○ 清潔用抹布 2119

21 210078 china ornaments ○ 磁器製装飾品
20C01,20C50,20D50,

21A02,21A03,21B01,

22A02,26C01

○ 瓷製裝飾品 2107

21 210079 molds [kitchen utensils] ○ 調理用型 19A05 ○ 模子（廚房器皿） 2101

21 210079 moulds [kitchen utensils] ○ 調理用型 19A05 ○ 模子（廚房器皿） 2101

21 210080 apparatus for wax-polishing, non-electric ○
ワックス磨き具（電気式のものを除
く。）

19A06 ○ 非電動打蠟器 2119

21 210082 cocktail shakers ○ カクテルシェーカー 19A05 ○ 雞尾酒調酒器 2101

21 210084 glue-pots ○ にかわなべ 19B99,25B01 X 膠盆 ―

21 210085 glasses [receptacles] ○ ガラス製容器
18C02,19A03,19A04,

19A05
○ 玻璃製容器 2113

21 210086 drinking horns ○ 飲料用角杯 19A03 ○ 飲料用角杯 2101

21 210087 cosmetic utensils ○ 化粧用具 11A07,21F01 ○ 化粧用具 2118

21 210088 strainers for household purposes ○ 家庭用こし器 19A05 ○ 家用濾器 2101

21 210089 fruit bowls ○ フルーツボウル 19A03 ○ 水果盤 2101

21 210090 knife rests for the table ○ 食卓用ナイフ置き 19A05 ○ 桌用置刀架 2101

21 210091 closures for pot lids ○
なべ・つぼ・食品の保存用又は調理
用容器のふたの留め具

19A01,19A03,19A04,

19A05
○ 壺蓋塞 2101

21 210092 pot lids ○
なべ・つぼ・食品の保存用又は調理
用容器のふた

19A01,19A03,19A04,

19A05
○ 鍋蓋 2101

21 210093 ironing board covers, shaped ○ アイロン台用カバー 19B03 ○ 成型的燙衣板套 2109

21 210094 tie presses ○ ネクタイプレッサー 11A06,19B03 X 領帶壓平器 ―

21 210096 blenders, non-electric, for household purposes ○
家庭用ミキサー（電気式のものを除
く。）

19A05 ○ 家用非電動攪拌器 2101

21 210097 sieves [household utensils] ○ ふるい（家庭用具） 19A05 X 篩（家用器具） ―

21 210098 crystal [glassware] ○ クリスタルガラス製品

07E01,18C02,18C13,

19A01,19A03,19A04,

19A05,19B27,19B32,

19B44,19B54,20C01,

20C02,20C50,20D04,

20D50,20F01,21F01,

26C01

X 水晶製品（玻璃製品） ―

21 210099 ice cube molds ○ 角氷用製氷皿 19A05 ○ 製冰盒 2101

21 210099 ice cube moulds ○ 角氷用製氷皿 19A05 ○ 製冰盒 2101

21 210100 polishing leather ○ つや出し用革 19A06 ○ 擦拭亮光用皮革 2119

21 210101 cooking pots, non-electric ○
調理用なべ（電気式のものを除
く。）

19A01 ○ 非電動烹飪鍋 2101

21 210102 scoops for household purposes ○ 家庭用さじ 19A05 ○ 家庭用勺子 2101

21 210103 cookery molds ○ 調理用型 19A05 ○ 烹調用模子 2101

21 210103 cookery moulds ○ 調理用型 19A05 ○ 烹調用模子 2101

21 210104 cleaning instruments, hand-operated ○ 手動清掃用具 19A06 X 手動清潔用具 ―

21 210105 toothpicks ○ ようじ 19A05 ○ 牙籤 2101

21 210106 washtubs ○ 洗濯用たらい 19A06 ○ 洗滌盆 2119

21 210107 plates to prevent milk boiling over ○ ミルクの吹きこぼれ防止板 19A01 ○ 煮牛奶用防溢片 2101

21 210108 cutting boards for the kitchen ○ 台所用まな板 19A05 ○ 廚房用砧板 2101

21 210110 large-toothed combs for the hair ○ 髪用の目の粗いくし 21F01 ○ 大齒髮梳 2105

21 210111 dusting apparatus, non-electric ○ 掃除用具（電気式のものを除く。） 19A06 ○ 非電動撢灰器 2119

21 210112 flat-iron stands ○ アイロン台 19B03 ○ 熨斗架 2109

21 210114 powdered glass for decoration ○ 装飾用粉末ガラス 07E01 ○ 裝飾用粉玻璃 2115

21 210115 fitted vanity cases ○
携帯用化粧道具入れ（化粧用具の
入ったもの）

21F01 ○ 化粧用具盒 2118

21 210115 toilet cases ○ 化粧品入れ 21F01 ○ 化粧用具盒 2118

21 210117 soap dispensing bottles ○ せっけん用ディスペンサーボトル 19B54 ○ 皂液分裝瓶 2119

21 210118 siphon bottles for aerated water ○ 炭酸水用サイフォン 19A05 ○ 氣泡水用虹吸瓶 2101

21 210118 siphon bottles for carbonated water ○ 炭酸水用サイフォン 19A05 ○ 蘇打水用虹吸瓶 2101

21 210119 enamelled glass, not for building ○
エナメルガラス（建築用のものを除
く。）

07E01 ○ 非建築用搪瓷玻璃 2115

21 210120 shoe trees ○ シューツリー 22A02 ○ 鞋撐 2108

21 210121 funnels ○ じょうご 19A05 ○ 漏斗 2101

21 210122 spice sets ○ 薬味入れセット 19A05 ○ 成套的調味瓶 2101

21 210123 bath sponges ○ 入浴用スポンジ 21F01 ○ 沐浴海綿 2119



21 210124 sponge holders ○ スポンジ入れ 19A06,21F01 ○ 海綿盒 2119

21 210125 furniture dusters ○ 家具用埃取り 19A06 ○ 家具用撢子 2119

21 210126 drying racks for laundry ○ 洗濯物掛け 19A06 ○ 晾衣架 2119

21 210127 buckets made of woven fabrics ○ 台所用・清掃用布製バケツ 19A05,19A06 X 編織品製桶 ―

21 210128 comb cases ○ くし用容器 21F01 ○ 梳子盒 2105

21 210129 crockery ○ 陶磁器

18C10,19A01,19A03,

19A04,19A05,19A06,

19B32,19B39,19B44,

19B56,20C01,20C02,

20C50,20D50,20F01,

21F01,26C01

X 陶器 ―

21 210129 earthenware ○ 陶器

18C10,19A01,19A03,

19A04,19A05,19A06,

19B32,19B39,19B44,

19B56,20C01,20C02,

20C50,20D50,20F01,

21F01,26C01

X 陶器 ―

21 210132
holders for flowers and plants [flower

arranging]
○

花用及び植物用の支持具（生け花用
のもの）

20C02 ○ 花及植物用盆 2106

21 210133 flower pots ○ 植木鉢 19B32 ○ 花盆 2106

21 210134 whisks, non-electric, for household purposes ○
家庭用泡立て器（電気式のものを除
く。）

19A05 ○ 家用非電動攪拌器 2101

21 210135 mops* ○ モップ 19A06 ○ 拖把* 2119

21 210136 frying pans ○ フライパン 19A01 ○ 煎鍋 2101

21 210137 scrubbing brushes ○ 洗浄用ブラシ 19A06 X 擦洗刷 ―

21 210138
fruit presses, non-electric, for household

purposes
○

家庭用の果汁搾り器（電気式のもの
を除く。）

19A05 ○ 家用非電動榨果汁器 2101

21 210139 smoke absorbers for household purposes ○ 家庭用煙吸収器 19B41,19B99 ○ 家用除煙器 2119

21 210140 mess-tins ○ 携帯用炊事用具 19A01,19A03,19A05 ○ 飯盒 2101

21 210141 glove stretchers ○ 手袋用ストレッチャー 19B99 ○ 手套撐具 2119

21 210142 cake molds ○ 菓子用型 19A05 ○ 蛋糕模子 2101

21 210142 cake moulds ○ 菓子用型 19A05 ○ 蛋糕模子 2101

21 210143 plate glass [raw material] ○ 磨き板ガラス（未加工のもの） 07E01 ○ 玻璃板（未加工） 2115

21 210144 drinking bottles for sports ○ スポーツ用水筒 19A04 X 運動用飲料瓶 ―

21 210145 griddles [cooking utensils] ○ 調理用鉄板（調理器具） 19A01 ○ 烤盤（烹調用具） 2101

21 210145 grills [cooking utensils] ○ 焼き網（調理器具） 19A05 ○ 烤架（烹調用具） 2101

21 210146 gridiron supports ○ 焼き網支え 19A05 ○ 烤架 2124

21 210146 grill supports ○ 焼き網支え 19A05 ○ 烤架 2124

21 210147 tar-brushes, long handled ○ 長柄のタールブラシ 13B04 ○ 長柄柏油刷 2103

21 210148 powder puffs ○ 化粧用パフ 21F01 ○ 粉撲 2118

21 210149
glass, unworked or semi-worked, except building

glass
○

未加工又は半加工のガラス（建築用
のものを除く。）

07E01 ○ 非建築用未加工或半加工玻璃 2115

21 210150 insect traps ○ 害虫捕獲器 19B30 ○ 捕蟲器 2111

21 210152 glass wool, other than for insulation ○
ガラスウール（絶縁用のものを除
く。）

14A06 ○ 非絕緣用玻璃棉 2115

21 210153 pots ○
なべ・つぼ・食品の保存用又は調理
用容器

19A01,19A03,19A04,

19A05
○ 壺；鍋 2101

21 210154 vegetable dishes ○ 野菜用皿 19A03 ○ 蔬菜盤 2101

21 210155 liqueur sets ○ リキュールグラスセット 19A03 ○ 酒具 2101

21 210156 basting spoons [cooking utensils] ○ 肉調理用スプーン（調理器具） 19A05 ○ 烤肉用抹油杓（炊具） 2101

21 210157 majolica ○ マジョリカ陶器

18C10,19A01,19A03,

19A04,19A05,19A06,

19B32,19B39,19B44,

19B56,20C01,20C02,

20C50,20D50,20F01,

21F01,26C01

X 陶器 ―

21 210158 kitchen grinders, non-electric ○
台所用グラインダー（電気式のもの
を除く。）

19A05 ○ 廚房用非電動研磨器 2101

21 210159 utensils for household purposes ○ 台所用具及び清掃用具
17A08,18C02,18C10,

18C13,19A01,19A03,

19A04,19A05,19A06

X 家庭用具 ―

21 210160 crumb trays ○ パンくず用盆 19A05 ○ 麵包屑盤 2101

21 210161 mosaics of glass, not for building ○
ガラス製モザイク（建築用のものを
除く。）

07E01 ○ 非建築用馬賽克玻璃 2115

21 210162 mills for household purposes, hand-operated ○ 家庭用手動式製粉機 19A05 ○ 家用手動式研磨器 2101

21 210163 wool waste for cleaning ○ 清掃用毛くず 34E07 ○ 清潔用廢羊毛 2119

21 210164 nest eggs, artificial ○ 人工の抱き卵 19B33 ○ 誘使母雞在巢裡下蛋用的人造蛋 2122

21 210165 egg cups ○ 卵立て 19A05 ○ 蛋杯 2101

21 210166 opal glass ○ 乳白ガラス 07E01 ○ 乳白玻璃 2115

21 210167 opaline glass ○ オパリンガラス 07E01 ○ 乳白玻璃 2115

21 210168 scouring pads ○ 磨き用パッド 19A06 ○ 菜瓜布 2119

21 210169 bread boards ○ パン切り台 19A05 ○ 切麵包用砧板 2101

21 210170 fitted picnic baskets, including dishes ○
ピクニックバスケット（皿類を詰め
たものに限る。）

19A03,19A05 ○ 含盤碟之野餐籃 2101

21 210171 trouser presses ○ ズボンプレッサー 11A06,19B99 ○ 燙褲用撐具 2109

21 210173 paper plates ○ 紙皿 19A03 ○ 紙盤 2101

21 210175 rolling pins, domestic ○ 麺棒（家庭用のもの） 19A05 ○ 擀麵棍 2101

21 210176 electric combs ○ 電気式くし 11A07 ○ 電動梳子 2105

21 210177 pie servers ○ パイ取分け用へら 19A05 ○ 餡餅糕點用鏟杓 2101

21 210177 tart scoops ○ タルト取り分け用へら 19A05 ○ 餡餅糕點用鏟杓 2101

21 210178 wine-tasting pipettes ○
ぶどう酒のテイスティング用ピペッ
ト

19A05 ○ 品酒移液器 2101

21 210178 wine-tasting siphons ○
ぶどう酒のテイスティング用サイ
フォン

19A05 ○ 品酒用虹吸管 2101

21 210179 ironing boards ○ アイロン台 19B03 ○ 燙衣板 2109

21 210180 trays of paper, for household purposes ○ 家庭用紙製盆 19A05 ○ 家用紙盤 2101

21 210181 earthenware saucepans ○ 陶器製シチューなべ 19A01 ○ 陶製平底鍋 2101

21 210183 nozzles for watering cans ○ じょうろ用ノズル 19B32 ○ 澆水器的噴水頭 2125

21 210183 roses for watering cans ○ じょうろの散水口 19B32 ○ 澆水器的噴水頭 2125

21 210184 pepper mills, hand-operated ○ 手動式こしょうひき 19A05 ○ 手動式胡椒研磨器 2101

21 210185 pepper pots ○ こしょう入れ 19A05 ○ 胡椒瓶 2101

21 210186
polishing apparatus and machines, for household

purposes, non-electric
○

家庭用つや出し機器（電気式のもの
を除く。）

19A06 ○ 非電動家用擦拭亮光器 2119

21 210187
polishing materials for making shiny, except

preparations, paper and stone
○

つや出し用具（つや出し剤・紙及び
石に当たるものを除く。）

13B04,19A06,19B37,

21F01,22A02
X

亮光用擦拭亮光材料（製劑、紙及
石料除外）

―

21 210189 porcelain ware ○ 磁器

18C10,19A01,19A03,

19A04,19A05,19A06,

19B32,19B39,19B44,

19B56,20C01,20C02,

20C50,20D50,20F01,

21F01,26C01

X 瓷器 ―

21 210190 vases ○ 花瓶 20C02 ○ 花瓶 2106

21 210191 dishes for soap ○ せっけん入れ 21F01 ○ 肥皂盤 2119

21 210191 soap holders ○ せっけん入れ 21F01 ○ 肥皂架 2119

21 210192 chamber pots ○ 寝室用簡易便器 19B39 ○ 便壺 2119

21 210193 pottery ○ 陶磁器

18C10,19A01,19A03,

19A04,19A05,19A06,

19B32,19B39,19B44,

19B56,20C01,20C02,

20C50,20D50,20F01,

21F01,26C01

X 陶器 ―

21 210194 dustbins for household purposes ○ 家庭用ごみ箱 19A06 ○ 家庭用垃圾箱 2119

21 210194 garbage cans for household purposes ○ 家庭用ごみ入れ 19A06 ○ 家庭用垃圾箱 2119

21 210194 refuse bins for household purposes ○ 家庭用ごみ箱 19A06 ○ 家庭用垃圾箱 2119

21 210194 trash cans for household purposes ○ 家庭用くず入れ 19A06 ○ 家庭用垃圾箱 2119

21 210195 powder compacts, empty ○ おしろい入れ（空のもの） 21F01 ○ 空粉盒 2118



21 210196 coolers [ice pails] ○ 冷却用容器（アイスペール） 19A05 ○ 冰桶 2123

21 210196 ice buckets ○ 氷おけ 19A05 ○ 冰桶 2123

21 210196 ice pails ○ アイスペール 19A05 ○ 冰桶 2123

21 210197 graters for kitchen use ○ 台所用おろし金 19A05 ○ 廚房用銼菜板 2101

21 210198 rat traps ○ ねずみ捕り器 19B30 ○ 捕鼠器 2111

21 210199 containers for household or kitchen use ○ 家庭用又は台所用の容器
19A01,19A03,19A04,

19A05,19A06
X 家用或廚房用容器 ―

21 210200 napkin rings ○ ナプキンリング 19A05 ○ 餐巾環 2101

21 210203 salad bowls ○ サラダボール 19A03 ○ 沙拉碗 2101

21 210204 salt cellars ○ 食卓用塩入れ 19A05 ○ 鹽瓶 2101

21 210204 salt shakers ○ 塩振り出し容器 19A05 ○ 鹽瓶 2101

21 210206 sprinklers for watering flowers and plants ○ 花及び植物用の散水器 19B32 ○ 澆花用灑水器 2125

21 210206 syringes for watering flowers and plants ○ 花及び植物用の散水器 19B32 ○ 澆花用灑水器 2125

21 210207 services [dishes] ○ 食器セット 19A03 ○ 餐具（盤、碟） 2101

21 210208 dishes ○ 皿 19A03 ○ 盤 2101

21 210209 tea services [tableware] ○ ティーセット 19A03,19A05 ○ 茶具（餐具） 2101

21 210210 table napkin holders ○ テーブル用ナプキンホルダー 19A05 ○ 桌上餐巾架 2101

21 210211
vessels for making ices and ice cream, non-

electric
○

氷及びアイスクリーム製造用容器
（電気式のものを除く。）

19A05 ○ 非電動製冰和冰淇淋用容器 2101

21 210212 saucers ○ 受皿 19A03 ○ 淺碟 2101

21 210213 shoe horns ○ 靴べら 22A02 ○ 鞋拔 2108

21 210214 soup tureens ○
スープ用チュリーン（スープを取り
分ける蓋つきの深皿）

19A03 ○ 盛湯蓋碗 2101

21 210215 eyebrow brushes ○ 眉毛用ブラシ 21F01 ○ 眉刷 2118

21 210216 mouse traps ○ ねずみ捕り器 19B30 ○ 捕鼠器 2111

21 210217
statues of porcelain, ceramic, earthenware,

terra-cotta or glass
○

磁器製・陶器製・土器製・テラコッ
タ製又はガラス製の像

20C01,20C50,20D50,

26C01
○ 瓷、陶、土、紅陶土或玻璃製塑像 2107

21 210218 sugar bowls ○ 砂糖入れ 19A05 ○ 糖碗 2101

21 210219 epergnes ○ テーブル飾り皿 19A03,20C01 ○ 餐桌飾架 2101

21 210220 cups ○ カップ 19A03 ○ 杯子 2101

21 210221 clothing stretchers ○ 被服用伸張具 19B99 ○ 撐衣架 2119

21 210221 stretchers for clothing ○ 被服用ストレッチャー 19B99 ○ 撐衣架 2119

21 210222 teapots ○ ティーポット 19A03 ○ 茶壺 2101

21 210223 buttonhooks ○ ボタンフック 19B99 ○ 穿戴輔助用鈕釦鉤 2119

21 210224 piggy banks ○ 貯金箱 19B44 ○ 存錢筒 2127

21 210226 beverage urns, non-electric ○
飲料沸かし（電気式のものを除
く。）

19A01 ○ 非電動飲料桶 2101

21 210227 tableware, other than knives, forks and spoons ○
食卓用器具（ナイフ・フォーク及び
スプーンを除く。）

19A03,19A05 ○ 餐具（餐刀餐叉餐匙除外） 2101

21 210228 perfume sprayers ○ 香水用噴霧器 21F01 ○ 香水噴霧器 2118

21 210228 perfume vaporizers ○ 香水用噴霧器 21F01 ○ 香水噴霧器 2118

21 210229 glass incorporating fine electrical conductors ○ 電導体入りガラス 07E01 ○ 合成導電玻璃 2115

21 210230 painted glassware ○ 着色ガラス製品

07E01,18C02,18C13,

19A01,19A03,19A04,

19A05,19B27,19B32,

19B44,19B54,20C01,

20C02,20C50,20D04,

20D50,20F01,21F01,

26C01

X 彩繪玻璃器皿 ―

21 210231
glass for vehicle windows [semi-finished

product]
○ 乗物の窓用ガラス（半製品） 07E01 ○ 車窗玻璃（半成品） 2115

21 210232 mugs ○ マグカップ 19A03 ○ 馬克杯 2101

21 210234
works of art of porcelain, ceramic, earthenware,

terra-cotta or glass
○

磁器製・陶器製・土器製・テラコッ
タ製又はガラス製の造形品

20C01,20C50,20D50,

26C01
○

瓷、陶、土、紅陶土或玻璃製藝術
品

2107

21 210235 table plates ○ 食卓用皿 19A03 ○ 餐盤 2101

21 210236 autoclaves, non-electric, for cooking ○
調理用圧力鍋（電気式のものを除
く。）

19A01 ○ 非電式烹調用壓力鍋 2101

21 210236 pressure cookers, non-electric ○
調理用圧力鍋（電気式のものを除
く。）

19A01 ○ 非電壓力鍋 2101

21 210238 beaters, non-electric ○ 泡立て器（電気式のものを除く。） 19A05 ○ 非電動拍打器 2119

21 210239 heaters for feeding bottles, non-electric ○
哺乳瓶加熱器（電気式のものを除
く。）

19A01 ○ 非電動溫奶瓶器 2123

21 210240 shaving brushes ○ ひげそり用ブラシ 21F01 ○ 刮鬍用刷 2102

21 210241 shaving brush stands ○ ひげそり用ブラシ立て 21F01 ○ 刮鬍刷架 2119

21 210241 stands for shaving brushes ○ ひげそり用ブラシ立て 21F01 ○ 刮鬍刷架 2119

21 210242 bobeches ○ ろうそく用受皿 19B27 ○ 燭臺托盤 2110

21 210242 candle drip rings ○ ろうそく用受皿 19B27 ○ 燭環 2110

21 210243 boxes of glass ○ ガラス製箱
18C02,19A03,19A04,

21F01
○ 玻璃製箱 2113

21 210244 boxes for sweets ○ 砂糖菓子用箱 19A03 ○ 甜點盒 2101

21 210244 candy boxes ○ あめ用箱 19A03 ○ 糖果盒 2101

21 210245 candelabra [candlesticks] ○ 枝付き燭台 19B27 ○ 燭台 2110

21 210245 candlesticks ○ 燭台 19B27 ○ 燭台 2110

21 210246 kettles, non-electric ○ ケトル（電気式のものを除く。） 19A01 ○ 非電動壺 2101

21 210248 tea balls ○ 球形茶こし器 19A05 ○ 濾茶球 2101

21 210248 tea infusers ○ 球形の茶振出し器 19A05 ○ 濾茶器 2101

21 210250 toothbrushes ○ 歯ブラシ 21F01 ○ 牙刷 2102

21 210251 electric brushes, except parts of machines ○
電動ブラシ（機械の部品に当たるも
のを除く。）

11A07,13B04,19A05,

19A06,19B33,19B37,

22A02

○ 電動刷 2103

21 210252
busts of porcelain, ceramic, earthenware, terra-

cotta or glass
○

磁器製・陶器製・土器製・テラコッ
タ製又はガラス製の胸像

20C01,20C50,20D50,

26C01
○

瓷、陶、土、紅陶土或玻璃製半身
像

2107

21 210253 covers, not of paper, for flower pots ○ 植木鉢覆い（紙製のものを除く。） 19B32 ○ 非紙製花盆套 2106

21 210253 flower-pot covers, not of paper ○ 植木鉢覆い（紙製のものを除く。） 19B32 ○ 非紙製花盆套 2106

21 210254 coffee grinders, hand-operated ○ 手動式コーヒー豆ひき器 19A05 ○ 手動式磨咖啡器 2101

21 210255 coffee services [tableware] ○ コーヒーセット 19A03,19A05 ○ 咖啡具（餐具） 2101

21 210256 coffee filters, non-electric ○
コーヒーろ過器（電気式のものを除
く。）

19A01 ○ 非電動咖啡過濾器 2101

21 210257 coffee percolators, non-electric ○
パーコレーター（電気式のものを除
く。）

19A01 ○ 非電動咖啡過瀘壺 2101

21 210258 coasters, not of paper or textile ○
コースター（紙製又は織物製のもの
を除く。）

19A05 ○ 非紙製及非紡織品製杯墊 2101

21 210259 abrasive pads for kitchen purposes ○ 台所用の磨きパッド 19A06 ○ 廚房用研磨墊（菜瓜布） 2119

21 210260 deep fryers, non-electric ○ 揚げなべ（電気式のものを除く。） 19A01 ○ 非電動油炸鍋 2101

21 210261 portable cool boxes, non-electric ○
携帯用クーラーボックス（電気式の
ものを除く。）

19A04 ○ 非電動可攜式冷藏箱 2123

21 210261 portable coolers, non-electric ○
携帯用クーラーボックス（電気式の
ものを除く。）

19A04 ○ 非電動可攜式冰桶 2123

21 210262 water apparatus for cleaning teeth and gums ○ 歯及び歯茎の洗浄用の水射出器具 11A07,21F01 ○ 牙齒牙齦清潔用沖水器 2102

21 210263 buckskin for cleaning ○ 清掃用バックスキン 19A06 ○ 清潔用麂皮 2119

21 210263 chamois leather for cleaning ○ 清掃用セーム革 19A06 ○ 清潔用麂皮 2119

21 210263 skins of chamois for cleaning ○ 清掃用セーム革 19A06 ○ 清潔用麂皮 2119

21 210264
wax-polishing appliances, non-electric, for

shoes
○

靴用ワックス磨き具（電気式のもの
を除く。）

22A02 ○ 非電動皮鞋擦亮器 2119

21 210265 cheese-dish covers ○ チーズ皿用覆い 19A03 ○ 起司盤蓋 2101

21 210266 baskets for household purposes ○ 家庭用バスケット
19A03,19A05,19A06,

19B33
X 家用籃 ―

21 210267 trays for household purposes ○ 家庭用盆 19A05 ○ 家用盤 2101

21 210268 cotton waste for cleaning ○ 清掃用綿くず 34E04 ○ 清潔用廢棉紗 2119

21 210269 covers for dishes ○ 皿用覆い 19A03 ○ 盤蓋 2101

21 210269 dish covers ○ 皿用覆い 19A03 ○ 盤蓋 2101

21 210270 trivets [table utensils] ○ 食卓用三脚台 19A05 ○ 置烹煮器皿用三腳架 2101

21 210271 jugs ○ 水差し 19A03 ○ 水壺 2101

21 210271 pitchers ○ 水差し 19A03 ○ 水瓶 2101

21 210272 kitchen containers ○ 台所用容器
19A01,19A03,19A04,

19A05
X 廚房容器 ―



21 210273 kitchen utensils ○ 台所用器具
17A08,18C02,18C10,

18C13,19A01,19A03,

19A04,19A05,19A06

X 廚房用具 ―

21 210274 cooking utensils, non-electric ○ 調理器具（電気式のものを除く。） 19A01,19A05 X 非電動烹調用具 ―

21 210275 toothpick holders ○ ようじ入れ 19A05 ○ 牙籤盒 2101

21 210276 toothbrushes, electric ○ 電気式歯ブラシ 11A07 ○ 電動牙刷 2102

21 210277 deodorizing apparatus for personal use ○ 身体用防臭用具 21F01 X 個人用除臭裝置 ―

21 210277 deodorising apparatus for personal use ○ 身体用防臭用具 21F01 X 個人用除臭裝置 ―

21 210278 brushes for cleaning tanks and containers ○ タンク及び容器の洗浄用ブラシ 13B04,19A06 ○ 清潔桶及容器用刷 2103

21 210279 signboards of porcelain or glass ○ 磁器製又はガラス製の看板 20D04 ○ 陶瓷或玻璃製標示牌 2128

21 210280 sponges for household purposes ○
洗浄用・洗顔用又は入浴用のスポン
ジ

19A06,21F01 X 家庭用海綿 ―

21 210281 feather-dusters ○ 羽根製はたき 19A06 ○ 雞毛撢子 2119

21 210282 dusting cloths [rags] ○ 塵ふき布 19A06 ○ 抹布 2119

21 210283
vitreous silica fibers, other than for textile

use
○

ガラス状シリカ繊維（織物用のもの
を除く。）

14A06 ○ 非紡織用矽玻璃纖維 2115

21 210283
vitreous silica fibres, other than for textile

use
○

ガラス状シリカ繊維（織物用のもの
を除く。）

14A06 ○ 非紡織用矽玻璃纖維 2115

21 210284
fiberglass, other than for insulation or textile

use
○

ガラス繊維（絶縁用及び織物用のも
のを除く。）

14A06,34E09 ○ 非絕緣或非紡織用玻璃纖維 2115

21 210284
fibreglass, other than for insulation or textile

use
○

ガラス繊維（絶縁用及び織物用のも
のを除く。）

14A06,34E09 ○ 非絕緣或非紡織用玻璃纖維 2115

21 210285
figurines of porcelain, ceramic, earthenware,

terra-cotta or glass
○

磁器製・陶器製・土器製・テラコッ
タ製又はガラス製の小像

20C01,20C50,20D50,

26C01
○

瓷、陶、土、紅陶土或玻璃製小雕
像

2107

21 210285
statuettes of porcelain, ceramic, earthenware,

terra-cotta or glass
○

磁器製・陶器製・土器製・テラコッ
タ製又はガラス製の小像

20C01,20C50,20D50,

26C01
○

瓷、陶、土、紅陶土或玻璃製小雕
像

2107

21 210286 fiberglass thread, other than for textile use ○
ガラス繊維糸（織物用のものを除
く。）

15A01 ○ 非紡織用玻璃纖維線 2115

21 210286 fibreglass thread, other than for textile use ○
ガラス繊維糸（織物用のものを除
く。）

15A01 ○ 非紡織用玻璃纖維線 2115

21 210287 coffeepots, non-electric ○
コーヒーポット（電気式のものを除
く。）

19A01,19A03 ○ 非電動咖啡壺 2101

21 210288 tea strainers ○ 茶こし 19A05 ○ 濾茶器 2101

21 210289 flasks* ○ フラスコ
18C02,18C10,19A03,

19A04,19A05
X 瓶* ―

21 210290 gloves for household purposes ○ 家事用手袋 17A08 ○ 家事用手套 2126

21 210291 tankards ○ ふた付き大ジョッキ 19A03 ○ 啤酒杯 2101

21 210292 cruet sets for oil and vinegar ○ 油・酢を入れる食卓用薬味瓶セット 19A05 ○ 油和醋調味瓶套 2101

21 210294 polishing gloves ○ 手袋型つや出し用具 19A06 ○ 擦拭亮光用手套 2119、2126

21 210295 candle extinguishers ○ ろうそく消し 19B27 ○ 熄燭器 2110

21 210301 baby baths, portable ○ ベビーバス（持ち運びできるもの） 19B04 ○ 可攜式嬰兒浴盆 2119

21 210302 cages for household pets ○ ペット用ケージ 19B33 ○ 家庭寵物用籠 2122

21 210303 cloth for washing floors ○ 床洗い用布 19A06 ○ 地板用抹布 2119

21 210304 dishwashing brushes ○ 皿洗い用ブラシ 19A06 ○ 洗碗刷 2103

21 210305 indoor terrariums [plant cultivation] ○ 植物の室内栽培用ガラス容器 19B32 ○ 室內玻璃容器（栽培植物用） 2106、2130

21 210306 litter boxes for pets ○ 箱形のペット用トイレ 19B33 ○ 寵物用墊褥草箱 2122

21 210306 litter trays for pets ○ ペット用トイレ 19B33 ○ 寵物用墊褥草用盆 2122

21 210308
fused silica [semi-worked product], other than

for building
○

半加工石英ガラス（建築用のものを
除く。）

07E01 ○ 非建築用矽玻璃（半加工品） 2115

21 210309 waffle irons, non-electric ○
ワッフル焼き型（電気式のものを除
く。）

19A05 ○ 非電動雞蛋餅鐵模 2101

21 210310 bread bins ○ パン入れ 19A03 ○ 麵包箱 2101

21 210311 chopsticks ○ はし 19A05 ○ 筷子 2101

21 210312 cleaning tow ○ 清掃用トウ 19A06 ○ 拖把 2119

21 210313 clothes-pegs ○ 洗濯ばさみ 19A06 ○ 衣夾 2119

21 210313 clothes-pins ○ 洗濯ばさみ 19A06 ○ 衣夾 2119

21 210314 cocktail stirrers ○ カクテルスターラー 19A05 ○ 雞尾酒攪拌器 2101

21 210315 piping bags ○ 製菓装飾用絞り袋 19A05 ○ 擠花袋 2101

21 210315 pastry bags ○ 製菓装飾用絞り袋 19A05 ○ 糕餅擠花袋 2101

21 210315 decorating bags for confectioners ○ 製菓装飾用絞り袋 19A05 ○ 裝飾糕點用擠花袋 2101

21 210316 cookie [biscuit] cutters ○ クッキーカッター 19A05 ○ 餅乾切模器 2101

21 210317 cookie jars ○ クッキー入れ 19A03,19A04 ○ 餅乾罐 2101

21 210318 cups of paper or plastic ○ 紙製又はプラスチック製コップ 19A03 ○ 紙或塑膠杯 2101

21 210319 drinking glasses ○ グラス 19A03 ○ 飲水玻璃杯 2101

21 210320 floss for dental purposes ○ デンタルフロス 01C01 ○ 牙線 2101

21 210321 gardening gloves ○ 園芸用手袋 17A08 ○ 園藝用手套 2126

21 210322 hot pots, not electrically heated ○
保温用容器又はなべ（電気式のもの
を除く。）

19A01,19A04 ○ 非電動火鍋 2101

21 210323 isothermic bags ○ 保温袋 19A04 ○ 保溫袋 2123

21 210324 lazy susans ○ 回転盆 19A05 ○ 餐桌轉盤 2101

21 210325 lunch boxes ○ 弁当箱 19A03 ○ 便當盒 2101

21 210326 mixing spoons [kitchen utensils] ○ バースプーン 19A05 ○ 廚房用攪拌匙 2101

21 210327 noodle machines, hand-operated ○ 手動式製麺器 19A05 ○ 手動製麵器 2101

21 210328 pastry cutters ○ 菓子用カッター 19A05 ○ 糕點切模器 2101

21 210329 plungers for clearing blocked drains ○ 排水管洗浄用プランジャー 19A06 ○ 堵塞管清通器 2119

21 210330 spatulas for kitchen use ○ 台所用へら 19A05 ○ 廚房用抹刀 2101

21 210331 abrasive sponges for scrubbing the skin ○ 皮膚の汚れ落とし用こすりスポンジ 21F01 ○ 擦洗皮膚用海綿 2119

21 210332 garlic presses [kitchen utensils] ○ ニンニクプレス器（台所用品） 19A05 ○ 壓蒜器（廚房用具） 2101

21 210333 disposable table plates ○ 使い捨ての食卓皿 19A03 ○ 可拋棄式盤子 2101

21 210334 rails and rings for towels ○ タオルレール及びタオルリング 19B99 ○ 毛巾架和毛巾環架 2119

21 210334 towel rails and rings ○ タオルレール及びタオルリング 19B99 ○ 毛巾架和毛巾環架 2119

21 210335 toilet paper holders ○ トイレットペーパーホルダー 19B56 ○ 衛生紙架 2119

21 210336 indoor aquaria ○ 水生動植物の室内飼育観賞用水槽 19B55 ○ 室內水族箱 2130

21 210336 tanks [indoor aquaria] ○ 観賞魚用水槽 19B55 ○ 室內水族箱 2130

21 210337 aquarium hoods ○ 観賞魚用水槽の蓋 19B55 ○ 水族箱蓋 2130

21 210338 indoor terrariums [vivariums] ○
陸生動植物の室内飼育・栽培用ガラ
ス槽

19B33,19B55 ○ 室內植物造景觀賞箱 2130

21 210339 mop wringers ○ モップ絞り器 19A06 ○ 拖把絞乾器 2119

21 210340 waste paper baskets ○ 紙くず用カゴ 19A06 ○ 廢紙簍 2119

21 210341 window-boxes ○ ウィンドーボックス 19B32 ○ 窗臺上的花盆箱 2106

21 210342 drinking straws ○ 飲物用ストロー 19A05 ○ 吸管 2101

21 210342 straws for drinking ○ 飲物用ストロー 19A05 ○ 吸管 2101

21 210343 tea cosies ○ ティーポット用保温カバー 19A05 ○ 茶壺保溫套 2123

21 210344 make-up removing appliances ○ 化粧落とし器 09E25,11A07,21F01 ○ 卸粧用具 2118

21 210345
electric devices for attracting and killing

insects
○ 電気誘引式殺虫装置 11A06 ○ 誘殺昆蟲電力裝置 2111

21 210346 baking mats ○ ベーキングマット 19A05 ○ 烘焙墊 2101

21 210347 boot trees ○ ブーツツリー 22A02 ○ 鞋撐 2108

21 210348 hip flasks ○ ヒップフラスコ 19A04 ○ 酒壺 2101

21 210349 cosmetic spatulas ○ 化粧用へら 21F01 ○ 化粧品刮勺 2118

21 210350 dripping pans ○ 肉汁受け 19A05 ○ 油滴盤（烤肉時接油滴） 2101

21 210351 fly traps ○ はえ取り器 19B30 ○ 捕蠅器 2111

21 210352 candle jars [holders] ○ キャンドルジャー（ホルダー） 19B27 ○ 蠟燭罐（容器） 2110

21 210353 food steamers, non-electric ○
食品用蒸し器（電気式のものを除
く。）

19A01 ○ 非電蒸鍋 2101

21 210354 make-up sponges ○ 化粧用スポンジ 21F01 ○ 化粧用海綿 2118

21 210355 crushers for kitchen use, non-electric ○
台所用クラッシャー（電気式のもの
を除く。）

19A05 ○ 廚房用非電壓碎機 2101

21 210356 potholders ○ なべつかみ 19A05 ○ 鍋墊 2101

21 210357 barbecue mitts ○ バーベキューミトン 19A05 ○ 燒烤手套 2126

21 210357 kitchen mitts ○ キッチンミトン 19A05 ○ 廚房手套 2126

21 210357 oven mitts ○ オーブンミトン 19A05 ○ 隔熱手套 2126

21 210358 basting brushes ○ 肉調理用ブラシ 19A05 ○ 烤肉刷 2103

21 210359 bulb basters ○
ベルブベイスター（料理用スポイ
ト）

19A05 ○ 烤肉用澆油管 2101

21 210360 car washing mitts ○ 洗車手袋（清掃用具） 19A06 ○ 洗車手套 2126



21 210361 make-up brushes ○ 化粧用ブラシ 21F01 ○ 化粧刷 2118

21 210362 mop wringer buckets ○ モップ絞り器 19A06 ○ 拖把擰乾桶 2119

21 210363
tortilla presses, non-electric [kitchen

utensils]
○

トルティーヤ用プレス器（電気式の
ものを除く。）（台所用品）

19A05 ○ 非電玉米餅機（廚房用具） 2101

21 210364 ski wax brushes ○ スキーワックス用ブラシ 13B04 ○ 滑雪板蠟刷 2103

21 210365 eyelash brushes ○ まつげ用ブラシ 21F01 ○ 睫毛刷 2118

21 210366
egg separators, non-electric, for household

purposes
○

家庭用卵黄分離器（電気式のものを
除く。）

19A05 ○ 家庭用非電動蛋清分離器 2101

21 210367 foam toe separators for use in pedicures ○
ペディキュア用の発泡材でできた足
指セパレーター

21F01 ○ 修趾甲用泡棉分趾器 2119

21 210368 plug-in diffusers for mosquito repellents ○ 蚊用忌避剤用プラグイン式散布器 11A06 ○ 電蚊香器 2111

21 210369 cold packs for chilling food and beverages ○ 食品及び飲料の保冷用アイスパック 19B50 ○ 冷凍食品和飲料用冰袋 2123

21 210370 reusable ice cubes ○ 再利用可能な代用氷 19B50 ○ 可重複使用冰塊 2101

21 210371 tablemats, not of paper or textile ○
テーブルマット（紙製又は織物製の
ものを除く。）

19A05 ○ 非紙製及非紡織品製餐墊 2101

21 210372 place mats, not of paper or textile ○
食卓マット（紙製又は織物製のもの
を除く。）

19A05 ○ 非紙製及非紡織品製餐墊 2101

21 210373 decanter tags ○ デカンターのタグ 19A03 ○ 醒酒瓶吊掛標示牌 2101

21 210374 wine aerators ○ ワインエアレーター 19A05 ○ 醒酒器 2101

21 210375 heads for electric toothbrushes ○ 電気式歯ブラシ用ヘッド 11A07 ○ 電動牙刷頭 2102

21 210376 coin banks ○ 貯金箱 19B44 ○ 存錢筒 2127

21 210377 lint removers, electric or non-electric ○
くず取り器（電動式のもの又は電動
式でないもの）

11A06,19A06 ○ 電動或非電動除毛球機 2119

21 210378 polishing cloths ○ つや出し布 19A06 ○ 擦拭亮光布 2119

21 210379 pig bristles for brush-making ○ ブラシ製造用豚の剛毛 34E07 ○ 製刷用豬鬃 2104

21 210380 horsehair for brush-making ○ ブラシ製造用馬毛 34E07 ○ 製刷用馬鬃毛 2104

21 210381 ice tongs ○ アイストング（氷ばさみ） 19A05 ○ 冰夾 2101

21 210382 salad tongs ○ サラダ用トング 19A05 ○ 沙拉夾 2101

21 210383 serving ladles ○ 給仕用レードル 19A05 ○ 長柄勺 2101

21 210384 pestles for kitchen use ○ 台所用すりこぎ 19A05 ○ 廚房用杵 2101

21 210385 mortars for kitchen use ○ 台所用すりばち 19A05 ○ 廚房用研缽 2101

21 210386 ice cream scoops ○ アイスクリーム用スクープ 19A05 ○ 冰淇淋勺 2101

21 210387 nutcrackers ○ くるみ割り器 19A05 ○ 胡桃鉗 2101

21 210388 sugar tongs ○ 角砂糖挟み 19A05 ○ 方糖夾 2101

21 210389 broom handles ○ ほうき用柄 19A06 ○ 掃把柄 2119

21 210390 ladles for serving wine ○ ぶどう酒給仕用レードル 19A05 ○ 侍酒用長柄勺 2101

21 210391 inflatable bath tubs for babies ○ 空気注入式の乳児用浴槽 19B04 ○ 嬰兒用充氣浴盆 2119

21 210392 stands for portable baby baths ○ 携帯用ベビーバススタンド 19B04 ○ 可攜式嬰兒浴盆架 2119

21 210393 tea bag rests ○ ティーバッグ置き 19A05 ○ 茶包托盤 2101

21 210394 cake decorating tips and tubes ○ ケーキ装飾用絞り金及び絞り出し器 19A05 ○ 蛋糕裝飾用擠花頭和管 2101

21 210395 rotary washing lines ○ 回転式の物干しざお 19A06 ○ 旋轉曬衣繩 2119

21 210396 cooking mesh bags ○ 調理用メッシュバッグ 19A05 ○ 烹飪網袋 2101

21 210397 droppers for cosmetic purposes ○ 化粧用スポイト 21F01 ○ 化粧用滴管 2118

21 210398 droppers for household purposes ○ 家庭用スポイト 19A05 ○ 家用滴管 2101

21 210399 couscous cooking pots, non-electric ○
クスクス調理器具（電気式のものを
除く。）

19A01 ○ 非電動古斯鍋 2101

21 210400 tajines, non-electric ○ タジン鍋（電気式のものを除く。） 19A01 ○ 非電動塔吉鍋 2101

21 210400 tagines, non-electric ○ タジン鍋（電気式のものを除く。） 19A01 ○ 非電動塔吉鍋 2101

21 210401 egg yolk separators ○ 卵黄分離器 19A05 ○ 蛋黃分離器 2101

21 210402 reusable silicone food covers ○
再利用可能なシリコン製フードカ
バー

19A05 ○ 可重複使用的矽膠食品蓋 2101

21 210403 animal grooming gloves ○ 動物の毛繕い用グローブ 19B33 ○ 動物美容手套 2122

21 210404 squeegees [cleaning instruments] ○ スクイージー（清掃用具） 19A06 ○ 刮水器（清潔工具） 2119

21 210405 egg poachers ○ ポーチドエッグ用なべ及び調理用具 19A01,19A05 ○ 煮蛋鍋 2101

21 210406
aromatic oil diffusers, other than reed

diffusers, electric and non-electric
○

電気式及び非電気式アロマオイル
ディフューザー（リードディフュー
ザー状のものを除く。）

09E11,11A06,19B99,

20F01
○

蘆葦擴散器除外之電動和非電動芳
香油擴散器

2129

21 210407 plates for diffusing aromatic oil ○ アロマオイル拡散用皿 19B99 ○ 芳香油擴散器 2129

21 210408 pasta makers, hand-operated ○ 手動式パスタ製造器 19A05 ○ 手動義大利麵製造機 2101

21 210409 diaper disposal pails ○ おむつ処理用バケツ 19A06 ○ 尿布處理桶 2119

21 210409 nappy disposal bins ○ おむつ処理用バケツ 19A06 ○ 尿布專用垃圾桶 2119

21 210410
disposable aluminium foil containers for

household purposes
○

使い捨ての家庭用アルミニウム箔製
容器

19A03,19A05 ○ 可拋棄式鋁箔容器 2101

21 210410
disposable aluminum foil containers for

household purposes
○

使い捨ての家庭用アルミニウム箔製
容器

19A03,19A05 ○ 可拋棄式鋁箔容器 2101

21 210411 roller tubes for peeling garlic ○
チューブ状ローラー式にんにく皮む
き用具

19A05 ○ 剝蒜器 2101

21 210413 wine pourers ○ ワインポアラー 19A05 ○ 葡萄酒倒酒器 2101

21 210414 pet feeding bowls ○ ペット用給餌用ボウル 19B33 ○ 寵物餵食器 2122

21 210415 pet feeding bowls, automatic ○ ペット用自動給餌用ボウル 19B33 ○ 自動寵物餵食器 2122

21 210416 candle warmers, electric and non-electric ○
電気式及び非電気式キャンドル用
ウォーマー

19B99 ○ 電動和非電動香氛擴香器 2129

21 210417 dishcloths ○ 皿洗い用の布 19A06 ○ 洗碗布 2119

21 210418 abrasive mitts for scrubbing the skin ○ 手袋状あかすり 21F01 ○ 擦洗皮膚用磨砂手套 2126

21 210419 baking cases of paper ○ 紙製焼き型 19A05 ○ 紙烘焙模 2101

21 210420 baking cases of silicone ○ シリコン製焼き型 19A05 ○ 矽膠烘焙模 2101

21 210421 soup bowls ○ スープボウル 19A03 ○ 湯碗 2101

21 210422 ultrasonic pest repellers ○ 超音波式害虫撃退器 11A06 ○ 超音波驅蟲器 2111

21 210423 water flossers X ［ウォーターフロス］ ― ○ 沖牙器 2102

21 210424 smart medicine bottles, empty ○ スマート薬瓶（空のもの） 18C02,18C09 ○ 空的智慧藥瓶 2101

21 210425
valet trays [receptacles for small objects] for

household purposes
○

家庭用バレットトレイ（小物用容
器）

19A05,19B99,21C01 ○ 家庭用收納盤（小物件的容器） 2101

21 210426 tube squeezers for household purposes ○ 家庭用チューブ絞り器 19B99 ○ 家庭用軟管擠壓器 2119

21 210427
figurines of porcelain, ceramic, earthenware,

terra-cotta or glass for cakes
○

磁器製・陶器製・土器製・テラコッ
タ製又はガラス製のケーキ用小像

19B99 ○
蛋糕用瓷、陶、陶土、紅陶土或玻
璃製小雕像

2107

21 210428 roasting pans ○ ロースト用天パン 19A05 ○ 烤盤 2101

21 210428 roasting tins ○ ロースト用天パン 19A05 ○ 烤盤 2101

21 210428 roaster pans ○ ロースト用天パン 19A05 ○ 烤盤 2101

21 210429 meat grinders, non-electric ○
肉用グラインダー（電気式のものを
除く。）

19A05 ○ 非電動絞肉機 2101

21 210430 cosmetic stamps, empty ○ 化粧用スタンプ（空のもの） 21F01 ○ 空的化粧印模 2118

21 210431 mats, not of paper or textile, for beer glasses ○
ビールグラス用マット（紙製又は織
物製のものを除く。）

19A05 ○ 非紙或紡織品製啤酒杯墊 2101

21 210432 automatic opening and closing trash cans ○ 自動開閉式のごみ箱 19A06 ○ 自動掀蓋垃圾桶 2119

21 210433 sound wave vibration hairbrushes ○ 音波振動ヘアブラシ 11A07 ○ 聲波振動髮刷 2105

21 210434 pie funnels ○ パイファネル（パイ用空気抜き器） 19A05 ○ 派餅排氣漏斗 2101

21 210435 barbecue tongs ○ バーベキュー用トング 19A05 ○ 烤肉夾 2101

21 210436 serving forks ○ 給仕用フォーク 19A05 ○ 分菜叉 2101

21 210437 serving spoons ○ 給仕用スプーン 19A05 ○ 分菜勺 2101

21 210438 barbecue forks ○ バーベキュー用フォーク 19A05 ○ 烤肉叉 2101

21 210439 cages for collecting insects ○ 昆虫採集用虫かご 25B02 ○ 昆蟲收集籠 2131

21 210439 insect collecting cages ○ 昆虫採集用虫かご 25B02 ○ 昆蟲收集籠 2131

21 210440 insect collectors' boxes ○ 昆虫採集箱 25B02 ○ 昆蟲收集箱 2131

21 210441 cosmetic apparatus for microdermabrasion ○ 角質除去用の化粧用具 21F01 ○ 微晶磨皮美膚器 2118

21 210442 covers for tissue boxes ○ ティッシュ箱用カバー 19B99 ○ 面紙盒套 2119

21 210443 bags for use in cooking ○ 調理用袋 19A05 ○ 烹飪用袋 2101

21 210444 sticks for frozen confections ○ 冷凍菓子用スティック 19A05 ○ 冰凍甜點用棒 2101

21 210445 laundry balls, empty ○ 洗濯ボール（空のもの） 19A06 ○ 空的洗衣球 2119

21 210445 washing balls, empty ○ 洗濯ボール（空のもの） 19A06 ○ 空的洗衣球 2119

21 210446 mug cosies ○ マグカップ用スリーブ 19A03 ○ 馬克杯保溫罩 2123

21 210446 mug sleeves ○ マグカップ用スリーブ 19A03 ○ 馬克杯杯套 2123

21 210447
commemorative statuary cups of porcelain,

ceramic, earthenware, terra-cotta or glass
○

磁器製・陶器製・土器製・テラコッ
タ製又はガラス製の記念用彫像カッ
プ

20E01 ○
瓷、陶、土、紅陶土或玻璃製紀念
雕像杯

2107



21 210448
disposable portable potties for adults and

children
○ 大人及び子供用使い捨て簡易トイレ 19B39 ○ 成人和兒童用可攜式免洗便盆 2119

21 210449 zesters ○ ゼスター 19A05 ○ 果皮刨絲器 2101

21 210450
prize cups of porcelain, ceramic, earthenware,

terra-cotta or glass
○

磁器製・陶器製・土器製・テラコッ
タ製又はガラス製の記念カップ

20E01 ○ 瓷、陶、土、紅陶土或玻璃製獎杯 2107

21 210451 alabaster glass, not for building ○
アラバスターガラス（建築用のもの
を除く。）

07E01 ○ 非建築用雪花玻璃 2115

21 210452 stainless steel soap ○ ステンレスソープ 19A05 ○ 不鏽鋼皂 2119

22 220001 brattice cloth ○ 隔壁布 16C02 ○ 風幛布；黃麻或粗亞麻篷布 2205

22 220002 tarpaulins ○ ターポリン、雨覆い 12A01,20D01 ○ 塗焦油或蠟之防水篷布 2205

22 220003 strips for tying-up vines ○ ぶどうの木の結束用帯片 18A01 ○ 捆束蔓藤植物用帶 2203

22 220004 wood shavings ○ かんなくず 34E04 ○ 木材刨屑 2210

22 220005 wood wool ○ 木毛 34E04 ○ 木絲 2210

22 220006 sawdust ○ おがくず 34E04 ○ 鋸木屑 2210

22 220007 flock [stuffing] ○ 綿くず（詰物用のもの） 34E04 ○ 填塞用棉絮 2210

22 220008 raw silk ○ 絹繊維 14A03 ○ 生絲 2202

22 220009 nets for camouflage ○ カモフラージュ用ネット 18B01 ○ 偽裝用網 2207

22 220010 raw fibrous textile ○ 織物用未加工繊維
14A01,14A02,14A03,

14A04,14A05,14A06
○ 紡織用未加工纖維 2202

22 220011 commercial fishing nets ○ 漁網 18B01 ○ 漁業用網 2207

22 220012 camel hair ○ らくだの毛 14A04 ○ 駱駝毛 2202

22 220013 hemp fibers ○ 麻繊維 14A02 ○ 麻纖維 2202

22 220013 hemp fibres ○ 麻繊維 14A02 ○ 麻纖維 2202

22 220014 tow ○ トウ 14A02,14A05 ○ 短麻屑 2202

22 220015 hemp bands ○ 麻製ひも 18A01 ○ 麻帶 2203

22 220016 schappe [raw silk waste] ○ 絹紡糸（未加工の副蚕糸） 14A03 ○ 廢絲 2202

22 220016 silk waste ○ 副蚕糸 14A03 ○ 廢絲 2202

22 220018 coconut fiber ○ ココナッツ繊維 14A02 ○ 椰子纖維 2202

22 220018 coconut fibre ○ ココナッツ繊維 14A02 ○ 椰子纖維 2202

22 220019 cocoons ○ 繭 14A03 ○ 蠶繭 2202

22 220020 ropes, not of metal ○ ロープ（金属製のものを除く。） 18A01 ○ 非金屬繩索 2203

22 220021 ropes* ○ ロープ 18A01 ○ 繩索* 2203

22 220022 whipcord ○ むちなわ 18A01 ○ 鞭繩 2203

22 220023 rope ladders ○ なわばしご 19B34 ○ 繩梯 2203

22 220025 raw cotton ○ 未加工綿 14A01 ○ 原棉 2202

22 220026 cotton tow ○ 綿くず 34E04 ○ 棉纖維束 2202

22 220027 horsehair* ○ 馬毛 34E07 ○ 馬毛 2202

22 220028 down [feathers] ○ 綿毛（羽毛） 34E08 ○ 羽絨 2210

22 220029 eiderdown ○ アイダーダウン 34E08 ○ 鴨絨毛 2210

22 220030
padding materials, not of rubber, plastics,

paper or cardboard
○

詰物用材料（ゴム製、プラスチック
製、紙製又は厚紙製のものを除
く。）

14A01,14A02,14A03,

14A04,14A05,14A06,

17C01,18C05,18C07,

34E03,34E04,34E07,

34E08

○
非橡膠非塑膠非紙非紙板製填塞材
料

2210

22 220030
stuffing, not of rubber, plastics, paper or

cardboard
○

詰物用材料（ゴム製、プラスチック
製、紙製又は厚紙製のものを除
く。）

14A01,14A02,14A03,

14A04,14A05,14A06,

17C01,18C05,18C07,

34E03,34E04,34E07,

34E08

○
非橡膠非塑膠非紙非紙板製填塞材
料

2210

22 220031
packing [cushioning, stuffing] materials, not of

rubber, plastics, paper or cardboard
○

包装用詰物材料（ゴム製、プラス
チック製、紙製又は厚紙製のものを
除く。）

18C05,18C07 ○
非橡膠非塑膠非紙非紙板製緩衝填
塞包裝材料

2210

22 220032 packing string ○ 包装用ひも 18A01 ○ 包裝細繩 2203

22 220033 upholstery wool [stuffing] ○ 室内装飾用品の詰物用ウール 34E07 ○ 填塞用羊毛 2210

22 220035 string ○ ひも 18A01 ○ 細繩 2203

22 220036 fibrous gaskets for ships ○ 括帆索 12A01 ○ 船舶用纖維束帆索 2203

22 220037 vitreous silica fibers for textile use ○ 織物用石英ガラス繊維 14A06 ○ 紡織用石英玻璃纖維 2202

22 220037 vitreous silica fibres for textile use ○ 織物用石英ガラス繊維 14A06 ○ 紡織用石英玻璃纖維 2202

22 220038 twine made of paper ○ 紙製トワイン 18A01 ○ 紙繩 2203

22 220039 twine for nets ○ 網用トワイン 18A01 ○ 網用繩 2203

22 220040 silk flock ○ 絹くず 34E04 ○ 絲絮 2202

22 220041 wool flock ○ 羊毛くず 34E07 ○ 羊毛絮 2202

22 220042 sheaf-binding yarns ○ 穀物結束用ひも 18A01 ○ 捆束用紗線 2203

22 220043 hammocks ○ ハンモック 17C01 ○ 吊床 2205

22 220044 grasses for upholstering ○ 室内装飾用品の詰物用草 34E03 ○ 填塞用草 2210

22 220045 ladder tapes for venetian blinds ○
ベネチアンブラインド用ラダーテー
プ

20C01 ○ 百葉窗簾用梯帶 2203

22 220045 ladder tapes or webbing for venetian blinds ○
ベネチアンブラインド用のラダー
テープ又は帯ひも

18A01,20C01 ○ 百葉窗簾用梯帶 2203

22 220046 jute ○ 黄麻 14A02 ○ 黃麻 2202

22 220047 kapok ○ カポック 34E04 ○ 木棉 2202

22 220048 snares [nets] ○ わな用網 18B01 ○ 羅網 2207

22 220050 raw or treated wool ○ 未加工又は加工済みの羊毛 14A04 ○ 未加工或已加工羊毛 2202

22 220051 carded wool ○ 紡毛 14A04 ○ 粗梳羊毛 2202

22 220052 combed wool ○ 梳毛 14A04 ○ 精梳羊毛 2202

22 220054 liber ○ 靭皮繊維 14A02 ○ 植物韌皮 2202

22 220055 wax ends ○ 靴用ろう引き縫糸 22A02 ○ 蠟繩 2203

22 220056 raw linen [flax] ○ 亜麻繊維 14A02 ○ 未加工亞麻 2202

22 220057 feathers for bedding ○ 寝具用羽毛 34E08 ○ 寢具用羽毛 2210

22 220058 awnings of textile ○ 織物製オーニング 20C01,20D01 ○ 紡織品製遮篷 2205

22 220059 sails ○ 帆 12A01 ○ 船帆 2205

22 220060 wadding for filtering ○ ろ過用詰物用材料
14A01,14A02,14A03,

14A04,14A05,14A06
○ 過濾用填棉 2210

22 220061 wadding for padding and stuffing upholstery ○ 室内装飾用品の詰物用材料

14A01,14A02,14A03,

14A04,14A05,14A06,

34E03,34E04,34E07,

34E08

○ 墊襯填塞用填棉 2210

22 220062 straw for stuffing upholstery ○ 室内装飾用品の詰物用わら 34E03 ○ 填塞用稻草 2210

22 220064 feathers for stuffing upholstery ○ 室内装飾用品の詰物用羽毛 34E08 ○ 填塞用羽毛 2210

22 220065 animal hair ○ 動物の毛 14A04,34E07 ○ 動物毛 2202

22 220066 ramie fiber ○ ラミー繊維 14A02 ○ 苧麻纖維 2202

22 220066 ramie fibre ○ ラミー繊維 14A02 ○ 苧麻纖維 2202

22 220067 raffia ○ ラフィア 14A02 ○ 酒椰葉纖維 2202

22 220068
sacks for the transport and storage of materials

in bulk
○ ばら荷の輸送用及び貯蔵用の袋 18C05 ○ 運輸及貯藏散裝貨物用粗布袋 2209

22 220069
bags [envelopes, pouches] of textile, for

packaging
○ 織物製包装用袋 18C05 ○ 包裝用紡織品製袋 2209

22 220070 esparto grass ○ エスパルト繊維 14A02 ○ 非洲羽芒草 2202

22 220071 tents* ○ テント 20D01,24C03 ○ 帳篷* 2205

22 220072 fleece wool ○ フリースウール 14A04 ○ 羊毛 2202

22 220073 shorn wool ○ 刈り取った羊毛 14A04 ○ 剪下的羊毛 2202

22 220074 seaweed for stuffing ○ 詰物用海草 32C02 ○ 填塞用海草 2210

22 220075 vehicle covers, not fitted ○
乗物用カバー（型に合わせていない
もの）

12A05,12A06,12A71,

12A75
○ 非配合車型之車輛覆蓋罩 2205

22 220076 textile fibers ○ 原料繊維
14A01,14A02,14A03,

14A04,14A05,14A06
○ 紡織用纖維 2202

22 220076 textile fibres ○ 原料繊維
14A01,14A02,14A03,

14A04,14A05,14A06
○ 紡織用纖維 2202

22 220077 sisal ○ サイザル麻 14A02 ○ 瓊麻 2202

22 220078 wrapping or binding bands, not of metal ○
包装用又は結束用のバンド（金属製
のものを除く。）

18A01,18C12 ○ 非金屬包裝或捆綁用帶 2203

22 220079 thread, not of metal, for wrapping or binding ○
包装用又は結束用のひも（金属製の
ものを除く。）

18A01 ○ 包裝或捆綁用非金屬線 2203

22 220080 bottle envelopes of straw ○ わら製瓶包み 18C07 ○ 瓶用乾草包裝物 2210

22 220080 packing, of straw, for bottles ○ 瓶用わら製包装材料 18C07 ○ 瓶用乾草包裝物 2210

22 220080 straw wrappers for bottles ○ 瓶用わら包み 18C07 ○ 瓶用乾草包裝物 2210



22 220081 braces, not of metal, for handling loads ○
荷役用吊り手（金属製のものを除
く。）

09A03 ○ 裝卸用非金屬吊帶 2203

22 220081 harness, not of metal, for handling loads ○
荷役用吊り手（金属製のものを除
く。）

09A03 ○ 裝卸用非金屬吊帶 2203

22 220082 belts, not of metal, for handling loads ○
荷役用ベルト（金属製のものを除
く。）

09A03 ○ 裝卸用非金屬帶 2203

22 220082 straps, not of metal, for handling loads ○
荷役用ひも（金属製のものを除
く。）

09A03 ○ 裝卸用非金屬帶 2203

22 220083 slings, not of metal, for handling loads ○
荷役用つり索（金属製のものを除
く。）

09A03 ○ 裝卸用非金屬吊索 2203

22 220084 cables, not of metal ○ ケーブル（金属製のものを除く。） 18A01 ○ 非金屬纜 2203

22 220085 covers for camouflage ○ カモフラージュ用覆い 20D50 ○ 偽裝用覆罩 2205

22 220086
binding thread, not of metal, for agricultural

purposes
○ 農業用結束ひも 18A01 ○ 農業用非金屬捆束用細線 2203

22 220087 carbon fibers for textile use ○ 織物用炭素繊維 14A06 ○ 紡織用碳纖維 2202

22 220087 carbon fibres for textile use ○ 織物用炭素繊維 14A06 ○ 紡織用碳纖維 2202

22 220088 sash cords ○ 窓枠用つりひも 20C01 ○ 拉窗繩 2203

22 220089 cords for hanging pictures ○ 額縁の掛けひも 18A01 ○ 懸掛圖畫用繩 2203

22 220090 cotton waste [flock] for padding and stuffing ○ 詰物用くず綿 34E04 ○ 填塞用廢棉 2210

22 220091 packing rope ○ 包装用ロープ 18A01 ○ 包裝繩 2203

22 220092 plastic fibers for textile use ○ 織物用プラスチック繊維 14A05 ○ 紡織用塑膠纖維 2202

22 220092 plastic fibres for textile use ○ 織物用プラスチック繊維 14A05 ○ 紡織用塑膠纖維 2202

22 220093 glass fibers for textile use ○ 織物用ガラス繊維 14A06 ○ 紡織用玻璃纖維 2202

22 220093 glass fibres for textile use ○ 織物用ガラス繊維 14A06 ○ 紡織用玻璃纖維 2202

22 220094 nets* ○ 網 18B01 X 網* ―

22 220101 linters ○ リンター 34E04 ○ 棉短絨 2202

22 220102 awnings of synthetic materials ○ 合成繊維製オーニング 20C01,20D01 ○ 合成材料製遮篷 2205

22 220103 car towing ropes ○ 自動車牽引用ロープ 12A05 ○ 拖車繩 2203

22 220104 mail bags ○ 郵便用集配袋 18C05 ○ 郵件袋 2209

22 220105 sails for ski sailing ○ スキーセーリング用帆 24C01 ○ 滑冰用帆 2205

22 220106 mesh bags for washing laundry ○ 洗濯用メッシュバッグ 19A06 ○ 洗衣用網眼袋 2211

22 220107 body bags ○ 遺体袋 19B99 ○ 屍袋 2213

22 220108 purse seines ○ 巾着網 18B01 ○ 圍網 2207

22 220109 net pens for fish farming ○ 養殖用網生けす 18B01 ○ 魚塭圈網 2207

22 220110 canvas for sails ○ 帆船用の帆 12A01 ○ 船帆 2205

22 220111 outdoor blinds of textile ○ 織物製屋外用ブラインド 20D01 ○ 紡織品製戶外百葉窗 2205

22 220112 bindings, not of metal ○ 締め具（金属製のものを除く。） 18A01,18C12 ○ 非金屬捆綁帶 2203

22 220113 animal feeding nets ○ 動物給餌用ネット 19B33 ○ 草料網 2207

22 220114 pig bristles* ○ 豚の剛毛 34E07 ○ 豬毛 2202

22 220115 drop cloths ○ ダストシート 20C01 ○ 防塵罩布 2205

22 220115 dust sheets ○ ダストシート 20C01 ○ 防塵罩布 2205

22 220116
cloth bags specially adapted for the storage of

diapers
○ おむつ保管用の専用布袋 18C05 ○ 尿布收納專用布袋 2209

22 220117 bivouac sacks being shelters ○ シェルターとしてのビバークサック 24C03 ○ 遮蔽型露宿袋 2205

22 220118 laundry bags ○ 洗濯物袋 19B99 ○ 待洗衣物置放袋 2209

22 220119 zip ties, not of metal ○
ジップタイ（金属製のものを除
く。）

18A01,18C12 ○ 非金屬製束線帶 2203

22 220119 cables ties, not of metal ○
ケーブルタイ（金属製のものを除
く。）

18A01,18C12 ○ 非金屬製束線帶 2203

22 220120 soy foam for padding and stuffing ○ 詰め物用大豆製発泡体
14A02,17C01,34E03,

34E04
○ 填塞用大豆泡棉 2210

22 220121 netting for protection against birds and insects ○ 鳥及び虫を防ぐための網 18B01 ○ 防鳥類及昆蟲用網 2207

22 220122 camping swags ○ キャンプ用スワッグテント 24C03 ○ 單人帳篷 2205

22 220123 rockfall prevention nets, not of metal ○
落石防止網（金属製のものを除
く。）

07A03 ○ 非金屬製落石防止網 2207

23 230001 thread* ○ 糸 15A01,15A03 ○ 線* 2301

23 230001 yarn* ○ 糸 15A01,15A03 ○ 紗* 2301

23 230002 cotton thread and yarn ○ 綿糸 15A01 ○ 棉花製線和紗 2301

23 230003 embroidery thread and yarn ○ 刺しゅう糸 15A01 ○ 刺繡用線和紗 2301

23 230004 woollen thread and yarn ○ 紡毛糸 15A01 ○ 粗紡毛紗 2301

23 230005 hemp thread and yarn ○ 麻糸 15A01 ○ 麻線和紗 2301

23 230006 coir thread and yarn ○ やしの果皮繊維製の糸 15A01 ○ 椰子殼纖維製線和紗 2301

23 230007 silk thread and yarn ○ 絹糸 15A01 ○ 絲線和紗 2301

23 230008 spun cotton ○ 綿紡糸 15A01 ○ 棉紗 2301

23 230009 sewing thread and yarn ○ 縫い糸 15A01 ○ 縫紉線和紗 2301

23 230010 spun thread and yarn ○ 紡績糸 15A01 ○ 絲線和紗 2301

23 230011 jute thread and yarn ○ 黄麻糸 15A01 ○ 黃麻線和紗 2301

23 230012 spun wool ○ 毛糸 15A01 ○ 羊毛紡紗 2301

23 230012 worsted ○ 梳毛糸 15A01 ○ 精紡毛紗 2301

23 230013 linen thread and yarn ○ 亜麻糸 15A01 ○ 亞麻線和紗 2301

23 230014 rayon thread and yarn ○ レーヨン糸 15A01 ○ 人造絲線和紗 2301

23 230015 darning thread and yarn ○ かがり糸 15A01 ○ 織補用線和紗 2301

23 230016 spun silk ○ 絹紡糸 15A01 ○ 絹絲 2301

23 230017 fiberglass thread for textile use ○ 織物用ガラス繊維糸 15A01 ○ 紡織用玻璃纖維線 2301

23 230017 fibreglass thread for textile use ○ 織物用ガラス繊維糸 15A01 ○ 紡織用玻璃纖維線 2301

23 230018 rubber thread for textile use ○ 織物用ゴム糸 15A01 ○ 紡織用橡膠線 2301

23 230019 elastic thread and yarn for textile use ○ 織物用弾性糸 15A01 ○ 紡織用彈性線和紗 2301

23 230020 threads of plastic materials for textile use ○ 織物用プラスチック製糸 15A01 ○ 紡織用塑料線 2301

23 230031 chenille yarn ○ シェニール糸 15A01 ○ 繩絨線 2301

23 230032 thread of metal for embroidery ○ 刺しゅう用金属糸 15A01 ○ 刺繡用金屬線 2301

24 240001 adhesive fabric for application by heat ○ 熱により貼付する粘着性生地 16A01,16B01,16C01 ○ 用於熱熔膠黏布 2401

24 240002
fabric, impervious to gases, for aeronautical

balloons
○ 気球用のガス不透性布地 16C02 ○ 飛行熱氣球用不透氣布 2401

24 240003 fabric imitating animal skins ○ 獣皮を模した布地 16A01,16B01,16C01 ○ 仿動物皮布料 2401

24 240004 upholstery fabrics ○ 室内装飾用品用布地 16A01,16B01,16C01 ○ 家飾布料 2401

24 240005 bath linen, except clothing ○ 浴用リネン製品（衣服を除く。） 17B01 ○ 衣服除外之浴用亞麻布製品 2406

24 240006 banners of textile or plastic ○ 織物製又はプラスチック製ののぼり 19B22 ○ 紡織品或塑膠製旗幟 2409

24 240007 billiard cloth ○ ビリヤードクロス 24B02 ○ 撞球檯布 2401

24 240008 fabric* ○ 布地 16A01,16B01,16C01 ○ 布料* 2401

24 240009 bolting cloth ○ ふるい絹 16A01 ○ 篩布 2401

24 240010 buckram ○ バックラム 16C02 ○ 硬襯布 2401

24 240011 brocades ○ ブロケード 16A01 ○ 錦緞 2401

24 240012 textile material ○ 生地
16A01,16A03,16B01,

16C01
○ 紡織布料 2401

24 240013 cloth* ○ 布地 16A01,16B01,16C01 ○ 布料* 2401

24 240015 canvas for tapestry or embroidery ○ タペストリー用又は刺しゅう用布 16A01 ○ 掛毯或刺繡用帆布 2401

24 240016 trellis [cloth] ○ トレリス布 16A01 ○ 格子布 2401

24 240017 hemp fabric ○ 麻織物 16A01 ○ 麻織布 2401

24 240018 hemp cloth ○ 麻布 16A01 ○ 麻布料 2401

24 240019 hat linings, of textile, in the piece ○ 帽子用織物製裏地 16A01 ○ 成疋紡織品製帽子襯裏布 2401

24 240020 lining fabric for footwear ○ 履物の内張り用布 16A01,16B01,16C01 ○ 鞋用襯裏布 2401

24 240021 fabric for footwear ○ 履物用布地 16A01,16B01,16C01 ○ 鞋用布料 2401

24 240022 table runners, not of paper ○
テーブルランナー（紙製のものを除
く。）

20C01 ○ 非紙製長條桌巾 2406

24 240023 cheviots [cloth] ○ チェビオット羊毛織物 16A01 ○ 粗紡羊毛厚呢 2401

24 240025 oilcloth for use as tablecloths ○
オイルクロス（テーブルクロス用の
もの）

16C02 ○ 油布桌巾 2406

24 240026 velvet ○ ビロード織物 16A01 ○ 絲絨 2401

24 240027 felt* ○ フェルト 16C01 ○ 毛氈* 2401



24 240028 cotton fabrics ○ 綿織物 16A01 ○ 棉布 2401

24 240029 bed covers ○ ベッドカバー 20C01 ○ 床罩 2402

24 240029 bedspreads ○ ベッドカバー 20C01 ○ 床罩 2402

24 240029 coverlets [bedspreads] ○ ベッドカバー 20C01 ○ 床罩 2402

24 240029 quilts ○ 掛け布団 17C01 ○ 拼布被 2402

24 240030 mattress covers ○ マットレスカバー 17C01 ○ 床單 2402

24 240031 tick [linen] ○ リネン製品用生地 16A01 ○ 墊套 2402、2405

24 240032 bed covers of paper ○ 紙製ベッドカバー 20C01 ○ 紙製床罩 2402

24 240033 tablecloths, not of paper ○
テーブルクロス（紙製のものを除
く。）

20C01 ○ 非紙製桌巾 2406

24 240034 travelling rugs [lap robes] ○ 旅行用ひざ掛け 17C01 ○ 旅行毯 2402

24 240035 crepe [fabric] ○ クレープ（織物） 16A01 ○ 縐布；縐綢 2401

24 240036 crepon ○ クレポン生地 16A01 ○ 重縐紋布 2401

24 240037 damask ○ ダマスク織物 16A01 ○ 花緞 2401

24 240038 lingerie fabric ○ 下着用生地 16A01,16B01 ○ 內衣布料 2401

24 240039 linings [textile] ○ 裏地 16A01,16B01,16C01 ○ 襯裡布 2401

24 240040 bedsheets ○ 敷布 17C01 ○ 床單 2402

24 240041 shrouds ○ 遺体覆い 20F01 ○ 壽衣 2411

24 240042 flags of textile or plastic ○ 織物製又はプラスチック製の旗 19B22 ○ 紡織品或塑膠製旗 2409

24 240043 bunting of textile or plastic ○ 織物製又はプラスチック製の旗 19B22 ○ 紡織品或塑膠製節日裝飾用旗幟 2409

24 240044 drugget ○ ドラゲット織物 16A01 ○ 粗毛毯 2402

24 240045 eiderdowns [down coverlets] ○ 羽毛掛け布団 17C01 ○ 鴨絨被 2402

24 240046 elastic woven fabrics ○ 弾性織物 16A01 ○ 彈性織布 2401

24 240047 curtain holders of textile material ○ 織物製カーテンホルダー 20C01 ○ 紡織材料製簾帳束帶 2404

24 240048 glass cloths [towels] ○ ガラス器用ふきん 19A06 ○ 玻璃器具擦乾巾 2406

24 240049 traced cloth for embroidery ○ モチーフを線描した刺しゅう用布 16A01 ○ 刺繡用描圖布 2401

24 240049 traced cloths for embroidery ○ モチーフを線描した刺しゅう用布 16A01 ○ 刺繡用描圖布 2401

24 240050 flannel [fabric] ○ フランネル生地 16A01 ○ 法蘭絨 2401

24 240052 frieze [cloth] ○ フリーズ（布） 16A01 ○ 起絨粗呢 2401

24 240053 cheese cloth ○ チーズクロス 16A01 ○ 乳酪布 2401

24 240054 fustian ○ ファスチャン織物 16A01 ○ 棉亞麻混紡粗布 2401

24 240055 bath mitts ○ 浴用手袋 21F01 ○ 沐浴手套 2408

24 240056 gauze [cloth] ○ ガーゼ生地 16A01 ○ 薄紗 2401

24 240057 gummed cloth, other than for stationery purposes ○
ゴム引き布（文房具用のものを除
く。）

16C02 ○ 非文具用塗膠布 2401

24 240058 haircloth [sackcloth] ○ 毛芯 16A01 ○ 毛織布 2401

24 240059 covers [loose] for furniture ○
家具用カバー（型に合わせてないも
の）

20C01 ○ 家具用覆套（椅套） 2405

24 240059 loose covers for furniture ○
家具用カバー（型に合わせてないも
の）

20C01 ○ 家具用椅套 2405

24 240060 silk fabrics for printing patterns ○ 捺染用絹織物 16A01 ○ 印花絲織布 2401

24 240061 printed calico cloth ○ 捺染した更沙布地 16A01 ○ 印花棉布 2401

24 240062 jersey [fabric] ○ ジャージー生地 16B01 ○ 平針織布 2401

24 240063 jute fabric ○ 黄麻織物 16A01 ○ 黃麻布料 2401

24 240064 woollen cloth ○ 毛織物 16A01 ○ 羊毛布料 2401

24 240064 woollen fabric ○ 紡毛織物 16A01 ○ 羊毛布料 2401

24 240067 linen cloth ○ 亜麻布 16A01 ○ 亞麻布料 2401

24 240068 bed linen ○ ベッド用リネン製品 17C01 ○ 床單和枕套 2402

24 240069 diapered linen ○ ダイヤパー亜麻繊維 16A01 ○ 菱形花紋亞麻布 2401

24 240070 table linen, not of paper ○ 食卓用リネン製品（紙製を除く。） 19A05,20C01 ○ 亞麻桌巾 2406

24 240071 household linen ○ 家庭用リネン製品
17B01,17C01,19A05,

19A06,20C01
X 家用亞麻布製品 ―

24 240072 towels of textile ○ 織物製タオル 17B01 ○ 紡織品製毛巾 2406

24 240073 marabouts [cloth] ○ マラブー織物 16A01 ○ 伊斯蘭教隱士用布 2401

24 240074 ticks [mattress covers] ○ マットレスカバー 17C01 ○ 墊套 2402、2405

24 240075 coverings of plastic for furniture ○ 家具用プラスチック製カバー 20C01 ○ 塑膠製家具覆套 2405

24 240075 furniture coverings of plastic ○ 家具用プラスチック製カバー 20C01 ○ 塑膠製家具覆套 2405

24 240076 serviettes of textile ○ 織物製テーブルナプキン 19A05 ○ 紡織品製餐巾 2406

24 240076 table napkins of textile ○ 織物製テーブルナプキン 19A05 ○ 紡織品製餐巾 2406

24 240077 moleskin [fabric] ○ モールスキン（織物） 16A01 ○ 斜紋厚絨布 2401

24 240078 handkerchiefs of textile ○ 織物製ハンカチ 17B01 ○ 紡織品製手帕 2406

24 240079 mosquito nets ○ 蚊帳 17C01 ○ 蚊帳 2402

24 240080 pillowcases ○ まくらカバー 17C01 ○ 枕套 2402

24 240081 plastic material [substitute for fabrics] ○ プラスチック製クロス 16C02 ○ 塑膠材料的布料替代品 2401

24 240082 door curtains ○ 扉用カーテン 20C01 ○ 門簾 2404

24 240083 ramie fabric ○ ラミー織物 16A01 ○ 苧麻布 2401

24 240084 rayon fabric ○ レーヨン織物 16A01 ○ 人造絲布 2401

24 240085 curtains of textile or plastic ○
織物製又はプラスチック製のカーテ
ン

20C01 ○ 紡織品或塑膠製簾 2404

24 240087 face towels of textile ○ 織物製顔ふきタオル 17B01 ○ 紡織品製洗臉毛巾 2406

24 240088 silk [cloth] ○ 絹織物 16A01 ○ 絲綢布 2401

24 240089 tulle ○ 網状薄絹 16A01 ○ 薄紗 2401

24 240090 esparto fabric ○ エスパルト織物 16A01 ○ 針茅紡織物 2401

24 240091 taffeta [cloth] ○ タフタ（布） 16A01 ○ 塔夫綢 2401

24 240092 knitted fabric ○ 編物 16B01 ○ 針織布 2401

24 240093 net curtains ○ 網状カーテン 20C01 ○ 網眼織物製簾 2404

24 240094 zephyr [cloth] ○ ゼファー（布） 16A01 ○ 薄織布 2401

24 240095 calico ○ キャラコ 16A01 ○ 印花棉布 2401

24 240096 coasters of textile ○ 織物製コースター 19A05 ○ 紡織品製杯墊 2406

24 240097 tablemats of textile ○ 織物製のテーブルマット 19A05 ○ 紡織品製桌墊 2406

24 240098 non-woven textile fabrics ○ 不織布 16C01 ○ 不織布 2401

24 240100 sleeping bag liners ○ スリーピングバッグライナー 24C03 ○ 睡袋內襯 2402

24 240101 cloths for removing make-up ○
化粧落とし用の布（化粧落とし剤を
含ませたものを除く。）

21F01 ○ 卸粧用布巾 2406

24 240102 labels of textile ○ 織物製ラベル 25B01 ○ 紡織品製標籤 2410

24 240103 tapestry [wall hangings], of textile ○ タペストリー（壁掛け） 20C01 ○ 紡織品製掛毯 2403

24 240103 wall hangings of textile ○ 織物製壁掛け 20C01 ○ 紡織品製壁掛 2403

24 240104 fiberglass fabrics for textile use ○ ガラス繊維織物 16A01 ○ 紡織品用玻璃纖維布 2401

24 240104 fibreglass fabrics for textile use ○ ガラス繊維織物 16A01 ○ 紡織品用玻璃纖維布 2401

24 240105 filtering materials of textile ○ ろ過布 16C02 ○ 紡織品製過濾材料 2401

24 240106 printers' blankets of textile ○ 印刷機用織物製ブランケット 09A11 ○ 紡織品製印刷機用布墊 2401

24 240111 chenille fabric ○ シェニール織物 16A01 ○ 繩絨纖維布 2401

24 240112 pillow shams ○ 装飾用まくらかけ 17C01 ○ 繡花枕套 2402

24 240113 place mats of textile ○ 織物製食卓マット 19A05 ○ 紡織品製餐墊 2406

24 240114 bed blankets ○ ベッド用毛布 17C01 ○ 床毯 2402

24 240115 covers for cushions ○ クッションカバー 17C01 ○ 軟墊套 2405

24 240116 fabrics for textile use ○ 布地 16A01,16B01,16C01 ○ 紡織用布料 2401

24 240117 furniture coverings of textile ○ 家具用織物製カバー 20C01 ○ 紡織品製家具覆套 2405

24 240118 fitted toilet lid covers of fabric ○ 織物製トイレット蓋カバー 19B56 ○ 配合外型的馬桶蓋套 2405

24 240119 shower curtains of textile or plastic ○
織物製又はプラスチック製シャワー
カーテン

19B04 ○ 紡織品或塑膠製浴簾 2404

24 240120 diaper changing cloths for babies ○ 乳幼児のおむつ換え用敷き布 17C01 ○ 嬰兒更換尿布用布塊 2402

24 240121 blankets for household pets ○ ペット用毛布 19B33 ○ 家庭寵物用毯 2413

24 240122 sleeping bags for babies ○ 乳児用かいまき 17C01 ○ 嬰兒睡袋 2402

24 240123 baby buntings ○ 乳児用おくるみ 17A04 ○ 嬰兒睡袋 2402

24 240124 sleeping bags ○ スリーピングバッグ 24C03 ○ 睡袋 2402

24 240125 bed valances ○ 布製ベッドスカート 20C01 ○ 床裙 2402

24 240126 cot bumpers [bed linen] ○ 乳児用寝台緩衝材（リネン製品） 17C01 ○ 嬰兒床防撞床圍 2402

24 240126 crib bumpers [bed linen] ○ 乳児用寝台緩衝材（リネン製品） 17C01 ○ 嬰兒床防撞床圍 2402

24 240127 muslin fabric ○ モスリン織物 16A01 ○ 平紋細布 2401

24 240128 bivouac sacks being covers for sleeping bags ○
スリーピングバッグ用カバーとして
のビバークサック

24C03 ○ 睡袋外套型露宿袋 2402

24 240129 picnic blankets ○ ピクニック用ブランケット 17C01 ○ 野餐毯 2406

24 240130 tea towels ○ ふきん 19A06 ○ 茶巾 2406

24 240130 dish towels ○ ふきん 19A06 ○ 碗盤擦拭巾 2406

24 240131 dimity ○ ディミティ 16A01 ○ 提花布 2401

24 240132 reusable wax-coated fabrics for wrapping food ○
再利用可能なろうでコーティングさ
れた食品包装用布地

19A05 ○ 可重複使用之包裹食物用蠟布 2406



24 240133 mats of textile for beer glasses ○ 織物製のビールグラス用マット 19A05 ○ 紡織品製啤酒杯墊 2406

24 240134 sew-on tags of textile for clothing ○ 被服用の織物製縫い付けタグ 25B01 ○ 服裝用縫合式紡織品製標籤 2410

24 240135 adhesive tags of textile for bags ○ かばん用の織物製接着性タグ 25B01 ○ 袋用黏貼式紡織品製標籤 2410

24 240136 yoga blankets ○ ヨガ用ブランケット 17C01 ○ 瑜珈毯 2402

24 240137 yoga towels ○ ヨガ用タオル 17B01 ○ 瑜珈鋪巾 2402

24 240138 bedsheets of leather ○ 革製の敷布 17C01 ○ 皮製床單 2402

25 250001 non-slipping devices for footwear ○ 履物用滑り止め具 22A02 ○ 鞋用防滑器 2503

25 250002 motorists' clothing ○ 自動車競技用衣服 24C01 ○ 汽車駕駛服裝 2501

25 250003 footwear* ○ 履物及び運動用特殊靴
22A01,22A03,24C01,

24C02,24C04
○ 靴鞋* 2503

25 250004 bath sandals ○ 浴室用サンダル 22A03 ○ 游泳或浴室用涼鞋 2503

25 250005 bath slippers ○ 浴室用スリッパ 22A03 ○ 游泳或浴室用拖鞋 2503

25 250006 stockings ○
ストッキング及びユニホーム用ス
トッキング

17A04,24C01 ○ 長襪 2510

25 250007 sweat-absorbent stockings ○
吸汗性ストッキング及び吸汗性ユニ
ホーム用ストッキング

17A04,24C01 ○ 吸汗長襪 2510

25 250008 heelpieces for stockings ○ ストッキング用かかと当て 17A04 ○ 長襪用底 2510

25 250009 berets ○ ベレー帽 17A07 ○ 貝雷帽 2506

25 250010 overalls ○ オーバーオール 17A01 ○ 工作服 2501

25 250010 smocks ○ スモック 17A01 ○ 工作服 2501

25 250011 boas [necklets] ○ ボア（襟巻） 17A04 ○ 女用圍巾 2504

25 250012 caps being headwear ○ 帽子 17A07 ○ 帽子 2506

25 250013 hosiery ○ メリヤス下着、メリヤス靴下 17A02,17A04 ○ 襪子 2510

25 250014 boots* ○ ブーツ及び運動用特殊ブーツ
22A01,24C01,24C02,

24C04
○ 靴* 2503

25 250015 half-boots ○ ハーフブーツ 22A01 ○ 半筒靴 2503

25 250016 tips for footwear ○ 履物用つま先革 22A01 ○ 鞋尖 2503

25 250017 dress shields ○ ドレスシールド 17A02 ○ 護衣汗墊 2501

25 250018 braces [suspenders] for clothing ○ ズボンつり 21A01 ○ 服飾用背帶 2512

25 250018 suspenders [braces] for clothing ○ サスペンダー 21A01 ○ 服飾用吊帶 2512

25 250019 lace boots ○ 編上靴 22A01 ○ 繫帶靴 2503

25 250020 collars [clothing] ○ 被服用えり 17A01 ○ 衣領 2501

25 250021 neck gaiters ○ ネックゲートル 17A04 ○ 圍脖 2504

25 250021 neck tube scarves ○ ネックチューブ 17A04 ○ 圍脖套 2504

25 250022 camisoles ○ キャミソール 17A01,17A02 ○ 女用襯衣 2501

25 250023 boxer shorts ○ ボクサーショーツ 17A02 ○ 有鬆緊帶之男用短內褲 2501

25 250024 skull caps ○ スカルキャップ 17A07 ○ 無邊帽 2506

25 250025 bodices [lingerie] ○ ボディス（下着） 17A02 ○ 馬甲 2501

25 250026 underclothing ○ 下着 17A02 ○ 內衣 2501

25 250026 underwear ○ 下着 17A02 ○ 內衣 2501

25 250027 hoods [clothing] ○ 衣服用フード 17A07 ○ 兜帽 2506

25 250028 hat frames [skeletons] ○ 帽子の枠（骨組） 17A07 ○ 帽框 2506

25 250030 cap peaks ○ バイザー 17A07 ○ 帽舌 2506

25 250031 belts [clothing] ○ ベルト 21A01 ○ 腰帶 2512

25 250032 shawls ○ ショール 17A04 ○ 披肩 2501

25 250033 dressing gowns ○ ドレッシングガウン 17A02 ○ 浴袍 2501

25 250034 jumpers [pullovers] ○
プルオーバー型セーター及びプル
オーバー型シャツ

17A01 ○ 套頭毛衣 2501

25 250034 pullovers ○
プルオーバー型セーター及びプル
オーバー型シャツ

17A01 ○ 套頭毛衣 2501

25 250034 sweaters ○ セーター 17A01 ○ 毛衣 2501

25 250035 chasubles ○ チャズブル 17A01 ○ 十字褡 2501

25 250036 socks ○ ソックス 17A04 ○ 襪子 2510

25 250037 sock suspenders ○ ソックス留め 21A01 ○ 吊襪帶 2510

25 250038 garters ○ ガーター 21A01 ○ 襪帶 2510

25 250039 stocking suspenders ○ ストッキング留め 21A01 ○ 吊襪帶 2510

25 250040 boot uppers ○ 靴用甲革 22A01 ○ 靴幫 2503

25 250041 inner soles ○ 靴の中敷き 22A01 ○ 鞋中底 2503

25 250042 shirts ○ ワイシャツ類及びシャツ 17A01,17A02 ○ 襯衫 2501

25 250043 shirt fronts ○ シャツフロント 17A01 ○ 襯衫前胸 2501

25 250044 short-sleeve shirts ○ 半袖シャツ類 17A01,17A02 ○ 短袖襯衫 2501

25 250045 clothing* ○ 被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
X 衣著* ―

25 250046 hats ○ 帽子 17A07 ○ 帽子 2506

25 250048 fittings of metal for footwear X ［靴の金属製付属品］ ― ○ 鞋用金屬配件 2503

25 250049 furs [clothing] ○ 毛皮製被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 毛皮衣服 2501

25 250050 detachable collars ○ 取り外し可能なえり 17A01 ○ 活動衣領 2501

25 250051 tights ○ タイツ及びタイツストッキング 17A02,17A04 ○ 緊身衣 2501

25 250053 combinations [clothing] ○ コンビネーション（被服） 17A02 ○ 連衫褲 2501

25 250054 sweat-absorbent underclothing ○ 吸汗性下着 17A02 ○ 吸汗內衣 2501

25 250054 sweat-absorbent underwear ○ 吸汗性下着 17A02 ○ 吸汗內衣 2501

25 250055 corselets ○ コースレット 17A02 ○ 緊身內衣 2501

25 250056 suits ○ スーツ 17A01 ○ 套裝 2501

25 250057 ready-made clothing ○ 被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 成衣 2501

25 250058 babies' pants [underwear] ○ 乳幼児用パンツ（下着） 17A02 ○ 嬰兒褲 2501

25 250059 ear muffs [clothing] ○ 耳覆い（被服） 17A04 ○ 禦寒用耳罩 2506

25 250060 neckties ○ ネクタイ 17A04 ○ 領帶 2504

25 250061 footwear uppers ○ 履物用甲革 22A01 ○ 鞋幫 2503

25 250062 gaiters ○ ゲートル 17A04 ○ 綁腿 2510

25 250063 breeches for wear ○ 半ズボン 17A01 ○ 馬褲 2501

25 250064 pants (Am.) ○ ズボン 17A01 ○ 褲子 2501

25 250064 trousers ○ ズボン 17A01 ○ 褲子 2501

25 250065 cyclists' clothing ○ サイクリング競技用衣服 24C01 ○ 自行車騎士服 2501

25 250066 outerclothing ○ 外衣 17A01 ○ 外衣 2501

25 250067 gloves [clothing] ○ 手袋（被服） 17A04 ○ 服飾用手套 2511

25 250068 ready-made linings [parts of clothing] ○ 被服用既製裏地
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 衣服襯裏 2501

25 250069 scarfs ○ スカーフ 17A04 ○ 圍巾 2504

25 250069 scarves ○ スカーフ 17A04 ○ 圍巾 2504

25 250070 sashes for wear ○ サッシュ 17A04 X 穿戴飾帶 ―

25 250071 knitwear [clothing] ○ ニット製被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 針織衣服 2501

25 250072 shirt yokes ○ シャツ用ヨーク 17A01 ○ 襯衫覆肩 2501

25 250073 espadrilles ○ エスパドリーユ 22A01 ○ 草編平底鞋 2503

25 250074 fur stoles ○ 毛皮製ストール 17A04 ○ 女用毛皮披肩 2501

25 250075 football boots ○ フットボール靴 24C01 ○ 足球靴 2503

25 250075 football shoes ○ フットボール靴 24C01 ○ 足球鞋 2503

25 250076 top hats ○ シルクハット 17A07 ○ 大禮帽 2506

25 250077 gabardines [clothing] ○ ギャバジン製被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 寬鬆長袍 2501

25 250078 corsets [underclothing] ○ コルセット 17A02 ○ 緊身褡 2501

25 250079 girdles ○ ガードル 17A02 ○ 束腹 2501

25 250080 galoshes ○ ガロッシュ 22A01 ○ 高筒橡膠套鞋 2503

25 250080 goloshes ○ ガロッシュ 22A01 ○ 高筒橡膠套鞋 2503

25 250082 vests ○ ベスト 17A01 ○ 背心 2501

25 250082 waistcoats ○ ベスト 17A01 ○ 背心 2501

25 250083 gaiter straps ○ ゲートルの革ひも 17A04 ○ 綁腿帶 2510

25 250084 wimples ○ ウインプル 17A07 ○ 包頭巾 2504

25 250085 gymnastic shoes ○ 体操用靴 24C01 ○ 體操鞋 2503

25 250086 coats ○ コート 17A01 ○ 外套 2501

25 250087 waterproof clothing ○ 防水加工を施した被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 防水衣服 2501

25 250088 leg warmers ○ レッグウォーマー 17A04 ○ 暖腿套 2510

25 250088 leggings [leg warmers] ○ レッグウォーマー 17A04 ○ 暖腿套 2510

25 250089 jerseys [clothing] ○ ジャージー製被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 緊身內衣 2501

25 250090 skirts ○ スカート 17A01 ○ 裙子 2501

25 250092 layettes [clothing] ○ 新生児用被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 初生嬰兒服 2501



25 250093 liveries ○ 作業服 17A01 ○ 制服 2501

25 250094 sports jerseys ○

ジャージー製運動用衣服及びジャー
ジー製運動用特殊衣服（「水上ス
ポーツ用特殊衣服」を除く。）

17A01,17A02,24C01 ○ 運動衫 2501

25 250095 cuffs ○ カフス 17A01 ○ 袖口 2501

25 250095 wristbands [clothing] ○ 装飾用袖口 17A01 ○ 袖口 2501

25 250096 aprons [clothing] ○ エプロン（被服） 17A04 ○ 圍裙 2515

25 250097 muffs [clothing] ○ 保温用マフ 17A04 ○ 服飾用暖手筒 2511

25 250098 maniples ○ マニプルス 17A04 ○ 彌撒帶 2501

25 250099 fingerless gloves ○ 指なし手袋 17A04 ○ 露指手套 2511

25 250100 miters [hats] ○ 司教冠 17A07 ○ 主教冠帽 2506

25 250100 mitres [hats] ○ 司教冠 17A07 ○ 主教冠帽 2506

25 250101 slippers ○ スリッパ 22A03 ○ 拖鞋 2503

25 250102 pelerines ○ ペルリーヌ 17A04 ○ 女用短毛皮披肩 2501

25 250103 pelisses ○ ペリース 17A01 ○ 皮製長大衣 2501

25 250104 beach clothes ○ 海浜用衣服 17A01,17A02 ○ 海灘裝 2501

25 250105 beach shoes ○ ビーチシューズ 22A01 ○ 海灘鞋 2503

25 250106 pockets for clothing ○

被服用及び運動用特殊衣服（「水上
スポーツ用特殊衣服」を除く。）用
ポケット

17A01,17A02,17A04,

17A07,24C01
○ 服裝口袋 2501

25 250108 pajamas ○ パジャマ 17A02 ○ 睡衣 2501

25 250108 pyjamas ○ パジャマ 17A02 ○ 睡衣 2501

25 250109 dresses ○ ドレス 17A01 ○ 連衣裙 2501

25 250110 wooden shoes ○ 木靴 22A01 ○ 木鞋 2503

25 250111 sandals ○ サンダル靴及びサンダルげた 22A01,22A03 ○ 涼鞋 2503

25 250112 underpants ○ ズボン下 17A02 ○ 內褲 2501

25 250114 brassieres ○ ブラジャー 17A02 ○ 胸罩 2501

25 250115 overcoats ○ オーバーコート 17A01 ○ 大衣 2501

25 250115 topcoats ○ トッパーコート 17A01 ○ 大衣 2501

25 250116 heelpieces for footwear ○ 履物用かかと 22A01 ○ 鞋跟 2503

25 250117 togas ○ 裁判官・教授用職服 17A01 ○ 寬外袍 2501

25 250118 welts for footwear ○ 履物用継ぎ目革 22A01 ○ 鞋用接縫滾邊 2503

25 250119 uniforms ○ 制服及びユニフォーム 17A01,24C01 ○ 制服 2501

25 250120 stuff jackets [clothing] ○ 織物製ジャケット（被服） 17A01 ○ 毛呢夾克 2501

25 250121 jackets [clothing] ○ ジャケット（被服） 17A01 ○ 夾克 2501

25 250122 paper clothing ○ 紙製被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 紙衣 2501

25 250123 veils [clothing] ○ ベール 17A07 ○ 面紗 2504

25 250124 bathing caps ○ 水泳帽 17A02 ○ 泳帽 2506

25 250125 bathing drawers ○ 水泳パンツ 17A02 ○ 泳褲 2501

25 250125 bathing trunks ○ 水泳用トランクス 17A02 ○ 泳褲 2501

25 250126 bathing suits ○ 水泳着 17A02 ○ 泳衣 2501

25 250126 swimsuits ○ 水泳着 17A02 ○ 泳衣 2501

25 250127 bath robes ○ バスローブ 17A02 ○ 浴袍 2501

25 250128 bibs, not of paper ○
よだれ掛け又は胸当て（紙製のもの
を除く。）

17A04 ○ 非紙製圍兜 2505

25 250129 soles for footwear ○ 履物の底及び運動用特殊靴の底
22A01,22A03,24C01,

24C02,24C04
○ 鞋底 2503

25 250130 shoes* ○ 靴及び運動用特殊靴
22A01,24C01,24C02,

24C04
○ 鞋子* 2503

25 250131 heels ○ かかと 22A01 ○ 鞋跟 2503

25 250132 sports shoes* ○ 運動靴及び運動用特殊靴
22A01,24C01,24C02,

24C04
○ 運動鞋* 2503

25 250133 footmuffs, not electrically heated ○
足部保温用マフ（電熱式のものを除
く。）

17A04,22A03 ○ 非電熱式暖腳套 2510

25 250134 studs for football shoes ○ フットボール靴用スタッド 24C01 ○ 足球鞋釘 2503

25 250134 studs for football boots ○ フットボール靴用スタッド 24C01 ○ 足球鞋防滑釘 2503

25 250141 boots for sports* ○ 運動用特殊ブーツ 24C01,24C02,24C04 ○ 運動用靴* 2503

25 250142 headbands [clothing] ○ ヘッドバンド（運動競技用） 24C01 ○ 服飾用頭帶 2518

25 250143 parkas ○ パーカ 17A01 ○ 帶兜帽的大衣 2501

25 250144 petticoats ○ ペチコート 17A02 ○ 襯裙 2501

25 250145 ski boots ○ スキー靴 24C01 ○ 滑雪靴 2503

25 250146 slips [underclothing] ○ スリップ 17A02 ○ 長襯裙 2501

25 250147 bodies [underclothing] ○ ボディス（下着） 17A02 ○ 女用緊身內衣 2501

25 250147 teddies [underclothing] ○ テディ（下着） 17A02 ○ 女用連衫襯褲 2501

25 250148 bandanas [neckerchiefs] ○ バンダナ 17A04 ○ 印度紮染巾 2504

25 250149 clothing for gymnastics ○ 体操用衣服及び体操競技用衣服 17A01,17A02,24C01 ○ 體操服 2501

25 250150 clothing of imitations of leather ○ 模造皮革製被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 人造皮衣 2501

25 250151 clothing of leather ○ 皮革製被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 皮衣 2501

25 250152 mantillas ○ マンティラ 17A07 ○ 連披肩之頭紗 2501

25 250153 masquerade costumes ○ 仮装用衣服 24A03 ○ 化裝舞會服裝 2501

25 250154 saris ○ サリー 17A01 ○ 印度莎麗服 2501

25 250155 tee-shirts ○ ティーシャツ 17A01,17A02 ○ Ｔ恤 2501

25 250156 turbans ○ ターバン 17A07 ○ 纏頭巾 2504

25 250157 ascots ○ アスコットタイ 17A04 ○ 領巾式領帶 2504

25 250158 shower caps ○ シャワーキャップ 17A07 ○ 浴帽 2506

25 250159 fishing vests ○ 釣り用ベスト 17A01 ○ 釣魚背心 2501

25 250160 money belts [clothing] ○ マネーベルト 21A01 ○ 服飾用置錢腰帶 2512

25 250161 pocket squares ○ ポケットスクエア 17A04 ○ 服飾用袋口方巾 2504

25 250162 paper hats [clothing] ○ 紙製帽子（被服） 17A07 ○ 服飾用紙帽 2506

25 250163 sleep masks ○ アイマスク 17A04 ○ 睡眠用眼罩 2517

25 250164 skorts ○ スコート 17A01 ○ 褲裙 2501

25 250165 ponchos ○ ポンチョ 17A01 ○ 斗篷 2501

25 250166 sarongs ○ サロン 17A01 ○ 紗籠 2501

25 250167 ski gloves ○ スキー用手袋 24C01 ○ 滑雪用手套 2511

25 250168 leggings [trousers] ○ レギンス 17A01 ○ 緊身褲 2501

25 250169 jumper dresses ○ ジャンパードレス 17A01 ○ 無袖連衣裙 2501

25 250169 pinafore dresses ○ ピナフォアドレス 17A01 ○ 無袖連衣裙 2501

25 250170 visors being headwear ○ バイザー（帽子） 17A07 ○ 無頂遮陽帽 2506

25 250171 knickers ○
ニッカーボッカー型のズボン及びパ
ンティ

17A01,17A02 ○ 燈籠褲 2501

25 250171 panties ○ パンティ 17A02 ○ 短內褲 2501

25 250172 sports singlets ○ 運動用及び運動競技用シングレット 17A01,17A02,24C01 ○ 運動汗衫 2501

25 250173 valenki [felted boots] ○ バレンキ（フェルト製ブーツ） 22A01 ○ 氈靴 2503

25 250174 albs ○ アルバ（ミサ用の白麻の司祭服） 17A01 ○ 白麻布聖職衣 2501

25 250175 ankle boots ○ アンクルブーツ 22A01 ○ 踝靴 2503

25 250176 sweat-absorbent socks ○ 吸汗性ソックス 17A04 ○ 吸汗短襪 2510

25 250177 hairdressing capes ○ 美容・理髪用ケープ 17A04 ○ 理髮斗篷 2501

25 250178 karate uniforms ○ 空手衣 24C01 ○ 空手道服 2501

25 250179 judo uniforms ○ 柔道衣 24C01 ○ 柔道服 2501

25 250180 leotards ○ レオタード 17A01,17A02 ○ 緊身連衣褲 2501

25 250181 kimonos ○ 着物 17A03 ○ 和服 2501

25 250182 bibs, sleeved, not of paper ○
袖付きよだれ掛け又は胸当て（紙製
のものを除く。）

17A04 ○ 非紙製長袖圍兜 2505

25 250183 clothing containing slimming substances ○ 痩身材料を含む被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 瘦身衣 2501

25 250184 embroidered clothing ○ 刺しゅう入りの被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 刺繡服裝 2501

25 250185 heel protectors for shoes ○ 靴用ヒールプロテクター 22A01 ○ 鞋跟保護套 2503

25 250186 headwear ○ 帽子 17A07 X 頭部穿戴物 ―

25 250187 mittens ○ ミトン 17A04 ○ 服飾用連指手套 2511

25 250188 latex clothing ○ ラテックス製被服
17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 乳膠衣 2501

25 250189 rash guards ○ ラッシュガード 17A02,24C01 ○ 防曬衣 2501



25 250190 clothing incorporating LEDs ○
ＬＥＤ（発光ダイオード）を組み込
んだ被服

17A01,17A02,17A03,

17A04,17A07
○ 發光二極體服裝 2501

25 250191 headscarves ○ ヘッドスカーフ 17A04 ○ 頭巾 2504

25 250191 headscarfs ○ ヘッドスカーフ 17A04 ○ 頭巾 2504

25 250192 adhesive bras ○ 粘着性ブラジャー 17A02 ○ 黏貼式隱形胸罩 2501

25 250192 adhesive brassieres ○ 粘着性ブラジャー 17A02 ○ 黏貼式隱形胸罩 2501

25 250193 spats ○
ゲートル・靴用スパッツ・登山用ス
パッツ

17A04,24C01 ○ 綁腿 2510

25 250194 thermal gloves for touchscreen devices ○
タッチスクリーン装置用の保温性の
ある手袋

17A04 ○ 觸控螢幕用保暖手套 2511

25 250195
face coverings [clothing], not for medical or

sanitary purposes
○

フェイスカバー（被服）（医療用又
は衛生用のものを除く。）

17A04 ○ 非醫療或非衛生目的之服飾用面罩 2506

25 250195
face masks [clothing], not for medical or

sanitary purposes
○

フェイスマスク（被服）（医療用又
は衛生用のものを除く。）

17A04 ○ 非醫療或非衛生目的之服飾用面罩 2506

25 250196 cycling gloves ○ サイクリング用手袋 17A04,24C01 ○ 自行車用手套 2511

25 250197 driving gloves ○ 運転用手袋 17A04,24C01 ○ 駕駛用手套 2511

25 250198 sportswear incorporating digital sensors ○
デジタルセンサーを組み込んだス
ポーツウエア

17A01 ○ 結合數位感應器之運動服 2501

25 250199 hanbok ○ ハンボック 17A01 ○ 韓服 2501

26 260001 shoe fasteners ○ 靴用ファスナー 22A02 ○ 鞋扣 2604

26 260002 needles* ○ 針類（ミシン針を除く。） 13A02 X 針* ―

26 260003 shoemakers' needles ○ 靴製造用針 13A02 ○ 製鞋用針 2608

26 260004 sewing needles ○ 縫針 13A02 ○ 縫紉用針 2608

26 260006 binding needles ○ 綴じ針 13A02 ○ 縫針 2608

26 260007 darning needles ○ かがり針 13A02 ○ 織補針 2608

26 260008 saddlers' needles ○ 馬具用針 13A02 ○ 製馬具用針 2608

26 260009 knitting needles ○ 編針 13A02 ○ 編織針 2608

26 260010 fastenings for clothing ○ 被服用留具 21B01 ○ 服裝扣 2604

26 260011 ostrich feathers [clothing accessories] ○ 被服用だ鳥の羽根製アクセサリー 21A02 ○ 服裝配件用駝鳥羽毛 2602

26 260012 corset busks ○ コルセットの胸部の張り枠 13C01 ○ 馬甲襯骨 2611

26 260012 whalebones for corsets ○ コルセット用鯨のひげ製張り枠 13C01 ○ 馬甲襯骨 2611

26 260013 hair bands ○ ヘアバンド（頭飾品） 21A03 ○ 髮帶 2603

26 260014 false beards ○ つけあごひげ 21F01 ○ 假鬍鬚 2605

26 260015 bobby pins ○ ボビーピン 21A03 ○ 髮夾 2603

26 260015 hair grips ○ ヘアグリップ 21A03 ○ 髮夾 2603

26 260016 hat trimmings ○ 帽子飾り 21A02 ○ 帽飾品 2602

26 260018 edgings for clothing ○ 被服用縁飾り 16C03 ○ 衣服飾邊 2601

26 260019 lace for edgings ○ 縁飾り用レース 16B01 ○ 花邊 2601

26 260020 darning lasts ○ かがり台 19B03 ○ 織補架 2608

26 260021 buttons* ○ ボタン 21B01 ○ 鈕扣* 2604

26 260022 snap fasteners ○ スナップボタン 21B01 ○ 按扣 2604

26 260023 expanding bands for holding sleeves ○ 袖つり上げ用弾性バンド 21A01 ○ 挽袖用鬆緊帶 2601

26 260024 arm bands [clothing accessories] ○
アームバンド（被服用アクセサ
リー）

21A01,21A02 ○ 臂章 2606

26 260024 brassards ○ 腕章 21A02 ○ 臂帶（衣服配件） 2606

26 260026 fastenings for braces ○ ズボンつり用留具 21B01 ○ 吊帶扣 2604

26 260026 fastenings for suspenders ○ ズボンつり用留具 21B01 ○ 吊帶扣 2604

26 260027 brooches [clothing accessories] ○ ブローチ（被服用アクセサリー） 21A02 ○ 服裝配件用胸針 2602

26 260028 embroidery ○ 刺しゅう布 16B01 ○ 刺繡品 2602

26 260028 fancy goods [embroidery] ○ 刺しゅう布 16B01 ○ 刺繡小飾品 2602

26 260031 belt clasps ○ ベルト留め金 21B01 ○ 帶扣 2604

26 260032 monogram tabs for marking linen ○
リネンの印付けに用いるモノグラム
布片

21A02 ○ 亞麻布製品標記用字母片 2606

26 260032 numerals or letters for marking linen ○
リネンの印付けに用いる数字又は文
字の布片

21A02 ○ 亞麻布製品標記用數字或字母片 2606

26 260033 shoe hooks ○ 靴用ホック 22A02 ○ 鞋鉤扣 2604

26 260034 shoe laces ○ 靴ひも 22A02 ○ 鞋帶 2601

26 260035 shoe trimmings ○ 靴飾り 22A02 ○ 鞋飾品 2602

26 260036 shoe eyelets ○ 靴はとめ 22A02 ○ 鞋扣眼 2604

26 260037 chenille [passementerie] ○ シェニール織物製縁飾り 16C03 ○ 飾邊用鬆絨線 2601

26 260038 decorative articles for the hair ○ 髪用装飾品 21A03 ○ 髮飾品 2603

26 260039 hair curling pins ○ 頭髪用カールピン 21A03 ○ 捲髮夾 2603

26 260040 hair barrettes ○ 髪留め 21A03 ○ 髮夾 2603

26 260040 hair slides ○ 髪留め 21A03 ○ 髮夾 2603

26 260041 hair pins ○ ヘアピン 21A03 ○ 髮夾 2603

26 260042 hair nets ○ ヘアネット 21A03 ○ 髮網 2603

26 260043 false hair ○ かつら 21A03 ○ 假髮 2605

26 260044 plaited hair ○ かつら 21A03 ○ 髮辮 2605

26 260044 tresses of hair ○ かつら 21A03 ○ 髮辮 2605

26 260045 numerals for marking linen ○ リネンの印付けに用いる数字布片 21A02 ○ 亞麻布製品標記用數字片 2606

26 260046 collar supports ○ 襟支持具 21B01 ○ 領插片 2611

26 260047 cords for clothing ○ 被服用ひも 17A01,17A02,17A03 ○ 衣飾鑲邊帶 2601

26 260048 blouse fasteners ○ ブラウス用ファスナー 21B01 ○ 女衫鈕扣 2604

26 260048 dress body fasteners ○ ドレス用ファスナー 21B01 ○ 合身女裝鈕扣 2604

26 260049 sewing boxes ○ 裁縫箱 19B03 ○ 針線盒 2608

26 260050 sewing thimbles ○ 裁縫用指抜き 19B03 ○ 裁縫用頂針 2608

26 260051 crochet hooks ○ かぎ針 13A02 ○ 鉤針 2608

26 260051 crochet needles ○ かぎ針 13A02 ○ 鉤針 2608

26 260052 hooks [haberdashery] ○ ホック（裁縫用小物） 21B01 ○ 鉤扣 2604

26 260053 slide fasteners [zippers] ○ スライドファスナー（ジッパー） 21B01 ○ 拉鍊 2604

26 260053 zip fasteners ○ ジッパー 21B01 ○ 拉鍊 2604

26 260053 zippers ○ ジッパー 21B01 ○ 拉鍊 2604

26 260055 pin cushions ○ 針刺し 19B03 ○ 大頭針針插 2608

26 260056 false hems ○ フォールスヘム 16C03 ○ 假褶邊 2601

26 260057 festoons [embroidery] ○ 花網模様の刺しゅう布 16B01 ○ 裝飾用刺繡花彩 2602

26 260058 shuttles for making fishing nets ○ 漁網製作用杼 09A07 ○ 製作漁網用梭 2608

26 260059 artificial flowers ○ 造花 20F01,21E01 ○ 人造花 2609

26 260060 fringes ○ 房の縁飾り 16C03 ○ 流蘇花邊 2601

26 260061 artificial fruit ○ 果実の模造品 21E01 ○ 人造水果 2609

26 260062 braids ○ 組ひも 18A01 ○ 辮帶 2605

26 260063 tassels [haberdashery] ○ 飾り房（裁縫用小物） 16C03 ○ 流蘇 2602

26 260064 trimmings for clothing ○ 被服用縁飾り 16C03 ○ 服裝用裝飾配件 2602

26 260065 artificial garlands ○ 造花の花輪・リース 20F01,21E01 ○ 人造花環 2609

26 260066 frills [lacework] ○ レース製フリル 16B01 ○ 褶邊 2601

26 260067 woollen laces ○ 羊毛製ひも 18A01 ○ 毛織品花邊 2601

26 260068 lace trimmings ○ レース製縁飾り 16C03 ○ 鑲邊飾帶 2601

26 260068 passementerie ○ 縁飾り 16C03 ○ 鑲邊飾帶 2601

26 260069 letters for marking linen ○ リネンの印付けに用いる文字布片 21A02 ○ 亞麻布製品標記用字母片 2606

26 260070
haberdashery [dressmakers' articles]*, except

thread
○

ドレスメーカー用品である裁縫用小
物（糸類は除く。）

13A02,13C01,16A02,

16B01,16C03,18A01,

19B03,21A02,21B01

○ 除線以外的裁縫小用品*
2601、2602、
2604、2608

26 260071 mica spangles ○ 雲母のスパンコール 21B01 ○ 雲母裝飾亮片 2602

26 260072 false moustaches ○ つけ口ひげ 21F01 ○ 假髭 2605

26 260073 eyelets for clothing ○ 被服用はとめ 13C01 ○ 服裝扣眼 2604

26 260074 birds' feathers [clothing accessories] ○ 被服用鳥の羽根製アクセサリー 21A02 ○ 服裝配件用鳥羽毛 2602

26 260076 haberdashery ribbons ○ 裁縫用小物のリボン 16A02 ○ 縫紉緞帶 2601

26 260077 spangles for clothing ○ 被服用スパンコール 21B01 ○ 服裝用裝飾亮片 2602

26 260078 needle cushions ○ 針刺し 19B03 ○ 針插 2608

26 260079 wigs ○ かつら 21A03 ○ 假髮 2605

26 260080 picot [lace] ○ レース製ピコット 16C03 ○ 飾邊小環 2601

26 260081
heat adhesive patches for repairing textile

articles
○ 繊維製品修繕用の加熱粘着パッチ 21A02 ○ 補綴紡織品用熱黏貼片 2602

26 260082 feathers [clothing accessories] ○ 被服用羽根製アクセサリー 21A02 ○ 服裝配件用羽毛 2602

26 260083 top-knots [pompoms] ○ 玉房の髪飾り 21A03 ○ 髮飾用絨球 2603

26 260084 skirt flounces ○ スカートのひだ飾り 16C03 ○ 裙子荷葉花邊 2601

26 260085 rosettes [haberdashery] ○ 衣服用ばらの花型飾り 21A02 ○ 裁縫用玫瑰花飾 2602

26 260086 frills for clothing ○ 被服用フリル 16B01 ○ 衣服假褶邊 2601

26 260087 zip fasteners for bags ○ かばん用ジッパー 21B01 ○ 袋用拉鍊 2604

26 260087 zippers for bags ○ かばん用ジッパー 21B01 ○ 袋用拉鍊 2604



26 260088 shoe buckles ○ 靴のバックル 22A02 ○ 鞋扣 2604

26 260089 toupees ○ かつら 21A03 ○ 男士假髮 2605

26 260090 bodkins ○ ひも通し針 13A02 ○ 大眼粗針 2608

26 260091 needle cases ○ 針入れ 19B03 ○ 針盒 2608

26 260092 boxes for needles ○ 針箱 19B03 ○ 針盒 2608

26 260093 silver embroidery ○ 銀糸を用いた刺しゅう布 16B01 ○ 銀絲刺繡品 2602

26 260094 gold embroidery ○ 金糸を用いた刺しゅう布 16B01 ○ 金絲刺繡品 2602

26 260095 elastic ribbons ○ 弾性リボン 16A02 ○ 鬆緊帶 2601

26 260096 cords for trimming ○ 縁飾り用ひも 16C03 ○ 鑲邊帶 2601

26 260097 buckles [clothing accessories] ○ バックル（被服用アクセサリー） 21A02 ○ 皮帶扣 2604

26 260098 hooks for corsets ○ コルセット用ホック 21B01 ○ 束腹鉤 2604

26 260099 wreaths of artificial flowers ○ 造花の花輪・リース 20F01,21E01 ○ 人造花圈 2609

26 260100 pins, other than jewelry ○ ピン（宝飾品を除く。） 21A02 ○ 非首飾別針 2602、2608

26 260100 pins, other than jewellery ○ ピン（宝飾品を除く。） 21A02 ○ 非首飾別針 2602、2608

26 260101 badges for wear, not of precious metal ○
衣服用バッジ（貴金属製のものを除
く。）

21A02 ○ 非貴重金屬配戴用徽章 2606

26 260111
heat adhesive patches for decoration of textile

articles [haberdashery]
○

繊維製品装飾用の加熱粘着パッチ
（裁縫用小物）

21A02 ○ 紡織品裝飾用熱黏貼片 2602

26 260112 competitors' numbers ○ 競技用ゼッケン 24C01 ○ 競技者號碼布 2606

26 260113 ornamental novelty badges [buttons] ○ 装飾用バッジ 21A02 ○ 裝飾性徽章 2606

26 260114 bows for the hair ○ 頭飾用蝶形リボン 21A03 ○ 髮用蝴蝶結 2603

26 260115 hair coloring caps ○ 髪染め用キャップ 21F01 ○ 染髮用無邊帽 2603

26 260115 hair colouring caps ○ 髪染め用キャップ 21F01 ○ 染髮用無邊帽 2603

26 260116 hook and pile fastening tapes ○ 面ファスナー 21B01 ○ 鉤扣帶 2604

26 260117 prize ribbons ○ 綬章 21A02 ○ 綬帶 2606

26 260118 shoulder pads for clothing ○ 被服用肩パッド 17A04 ○ 衣服墊肩 2611

26 260119 trouser clips for cyclists ○ サイクリスト用ズボンクリップ 21A01 ○ 騎自行車用褲夾 2604

26 260120 tapes for curtain headings ○ カーテンヘッド用テープ 20C01 ○ 窗簾頂邊帶 2601

26 260121 hair curling papers ○ 頭髪用カールペーパー 21F01 ○ 捲髮紙 2603

26 260122 rug hooks ○ 絨毯用かぎ針 13A02 ○ 地毯鉤 2608

26 260123 beads, other than for making jewellery ○
ビーズ（宝飾品製造用のものを除
く。）

21B01 ○ 非製珠寶用有孔小珠 2602

26 260123 beads, other than for making jewelry ○
ビーズ（宝飾品製造用のものを除
く。）

21B01 ○ 非製珠寶用有孔小珠 2602

26 260124
bobbins for retaining embroidery floss or wool

[not parts of machines]
○

刺しゅう用糸又は羊毛を保持するた
めの糸巻（機械の部品でないもの）

19B03 ○
刺繡絲線或羊毛線用的捲線軸（非
機器部件）

2608

26 260125 hair extensions ○ ヘアエクステンション 21A03 ○ 髮片 2605

26 260126 human hair ○ 人毛 34E07 ○ 人類的頭髮 2605

26 260127
hair curlers, electric and non-electric, other

than hand implements
○

電気式及び非電気式ヘアカーラー
（手持器具を除く。）

11A07,21F01 ○ 非手工具之電動和非電動捲髮器 2603

26 260128 appliques [haberdashery] ○ アップリケ（裁縫用小物） 21A02 ○ 刺繡貼花（裁縫小用品） 2602

26 260129 artificial plants, other than Christmas trees ○
植物の模造品（クリスマスツリーを
除く。）

21E01 ○ 非聖誕樹人造植物 2609

26 260130 sewing kits ○ 裁縫キット
13A01,13A02,15A01,

15A03,19B03
○ 針線包 2608

26 260131 entomological pins ○ 虫針 13A02 ○ 昆蟲針 2608

26 260132 embroidery needles ○ 刺しゅう針 13A02 ○ 刺繡針 2608

26 260133
charms, other than for jewellery, key rings or

key chains
○

チャーム（宝飾品、キーホルダー用
のものを除く。）

21A02,21A03,21B01 ○ 非首飾非鑰匙圈非鑰匙鏈用小飾品 2602

26 260133
charms, other than for jewelry, key rings or key

chains
○

チャーム（宝飾品、キーホルダー用
のものを除く。）

21A02,21A03,21B01 ○ 非首飾非鑰匙圈非鑰匙鏈用小飾品 2602

26 260134 needle-threaders ○ 糸通し器 19B03 ○ 縫針穿線器 2608

26 260135 artificial Christmas garlands ○ 造花のクリスマス用花冠 21E01,24A01 ○ 人造聖誕花環 2609

26 260136
artificial Christmas garlands incorporating

lights
○

照明が組み込まれた造花のクリスマ
ス用花冠

21E01,24A01 ○ 含燈人造聖誕花環 2609

26 260137 artificial Christmas wreaths ○ 造花のクリスマス用リース 21E01,24A01 ○ 人造聖誕花圈 2609

26 260138
artificial Christmas wreaths incorporating

lights
○

照明が組み込まれた造花のクリスマ
ス用リース

21E01,24A01 ○ 含燈人造聖誕花圈 2609

26 260139 hat bands ○
ハットバンド（帽子の山の下部に巻
いたリボン革帯・細ひも等の環帯）

21A02 ○ 帽子的飾帶 2601

26 260139 hatbands ○
ハットバンド（帽子の山の下部に巻
いたリボン革帯・細ひも等の環帯）

21A02 ○ 帽子的飾帶 2601

26 260140 ribbons for the hair ○ 頭髪用リボン 21A03 ○ 髮飾帶 2601、2603

26 260141
ribbons and bows, not of paper, for gift

wrapping
○

贈答品包装用リボン（紙製のものを
除く。）

16A02 ○ 非紙製禮品包裝用飾帶和蝴蝶結 2601、2602

26 260142 haberdashery bows ○ 裁縫小物用の蝶型リボン 16A02 ○ 縫紉蝴蝶結 2602

26 260143 hat pins, other than jewellery ○ ハットピン（宝飾品を除く。） 21A02 ○ 非首飾帽針 2602

26 260143 hatpins, other than jewelry ○ ハットピン（宝飾品を除く。） 21A02 ○ 非首飾帽針 2602

26 260144 breast lift tapes ○ ブレストリフトテープ 17A02 ○ 提胸貼片 2612

26 260145 lingerie tapes ○ ランジェリーテープ 21F01 ○ 服裝防走光膠帶 2612

26 260146 fittings for lingerie [haberdashery] ○ 婦人用下着の付属品（裁縫用小物） 21F01 ○ 內衣附件（裁縫小用品） 2604

26 260147 buckles for bags ○ かばん用バックル 13C01 ○ 袋用帶釦 2604

26 260148 clasps for bags ○ かばん留め具 13C01 ○ 袋用鉤扣 2604

26 260149 underwires for brassieres ○ ブラジャー用アンダーワイヤー 17A02 ○ 胸罩鋼圈 2604

26 260150 lanyard cords for clothing ○ 被服用飾りひも
16C03,17A01,17A02,

17A03,18A01
○ 服裝用飾緒 2606

26 260151 decorative charms for cellular phones ○ 携帯電話機用装飾用チャーム 21A02 ○ 手機用小飾品 2602

26 260152 clasps for coin purses ○ がま口用留め具 13C01 ○ 零錢包扣 2604

26 260153 knitting kits ○ 編み物用キット
13A02,15A01,15A03,

19B03
○ 編織用具套組 2608

27 270001 bath mats ○ 浴室用マット 19B04,20C01 ○ 浴室防滑墊 2702

27 270002 floor coverings ○ 敷物 20C01 X 地板覆蓋物 ―

27 270003 artificial turf ○ 人工芝 20D08 ○ 人造草皮 2702

27 270004 gymnasium mats ○ 屋内競技用マット 24C01 ○ 體操墊 2706

27 270004 gymnastic mats ○ 体操用マット 24C01 ○ 體操墊 2706

27 270006 mats* ○ マット 19B04,20C01,24C01 X 墊* ―

27 270007 wallpaper ○ 壁紙 25A01 ○ 壁紙 2704

27 270008 door mats ○ 靴ぬぐいマット 20C01 ○ 門墊 2702

27 270009 reed mats ○ 葦製マット 20C01 ○ 蘆葦蓆 2701

27 270010 automobile carpets ○ 自動車用カーペット 12A05 ○ 汽車用地毯 2702

27 270010 carpets for automobiles ○ 自動車用カーペット 12A05 ○ 汽車用地毯 2702

27 270011 carpets ○ じゅうたん 20C01 ○ 地毯 2702

27 270011 rugs* ○ ラグ 20C01 ○ 小地毯* 2702

27 270012 non-slip mats ○ 滑止めマット 20C01 ○ 防滑地墊 2702

27 270013 wall hangings, not of textile ○ 壁掛け（織物製のものを除く。） 20C01 ○ 非紡織品製壁掛 2704

27 270014 linoleum floor coverings ○ リノリウム製敷物 20C01 ○ 亞麻油地氈 2702

27 270015 carpet underlay ○ カーペットの下敷き 20C01 ○ 地毯襯墊 2702

27 270016 vinyl floor coverings ○ ビニール製敷物 20C01 X 乙烯基製地板覆蓋物 ―

27 270017 mats of woven rope for ski slopes ○ スキー場のスロープ敷設用マット 20D08 ○ 滑雪坡用繩編地墊 2706

27 270018 textile wallpaper ○ 織物製壁紙 25A01 ○ 紡織品製壁紙 2704

27 270019
floor mats, fire-resistant, for fireplaces and

barbecues
○

暖炉及びバーベキュー用耐火性フロ
アマット

20C01 ○ 壁爐和烤肉架用抗火地墊 2702

27 270020 yoga mats ○ ヨガ用マット 24C01 ○ 瑜珈墊 2706

27 270021 tatami mats ○ 畳 20B01 ○ 榻榻米墊 2701

27 270022 textile wallcoverings ○ 織物製壁紙 25A01 ○ 壁布 2704

27 270023 linoleum tiles [floor coverings] ○ リノリウム製タイル（敷物） 20C01 ○ 亞麻油氈鋪地片 2702

28 280001 bladders of balls for games ○
運動用又はおもちゃのボール用の
チューブ

24A01,24C01 ○ 運動用球的球膽 2802

28 280002 artificial fishing bait ○ 釣り用疑似餌 24D01 ○ 人造釣餌 2803

28 280003 caps for pistols [toys] ○ 拳銃用雷管（おもちゃ） 24A01 ○ 玩具手槍用火帽 2801

28 280004 toys for pets ○ ペット用のおもちゃ 19B33 ○ 寵物用玩具 2801

28 280005 ring games ○ 輪投げ 24A01 ○ 擲環圈玩具 2801

28 280006 Christmas trees of synthetic material ○ 合成材料製クリスマスツリー 24A01 ○ 合成材料製聖誕樹 2805

28 280007 bows for archery ○ アーチェリー用弓 24C01 ○ 射箭運動用弓 2802

28 280008 archery implements ○ アーチェリー用具 24C01 ○ 射箭運動用具 2802

28 280009 edges of skis ○ スキーエッジ 24C01 ○ 滑雪板邊刃 2802



28 280010 swings ○ ぶらんこ 24C01 ○ 鞦韆 2801

28 280011 balls for games ○ ゲーム用ボール 24A01,24B02,24C01 ○ 運動用球 2802

28 280012 party balloons ○ パーティー用風船 24A01 ○ 派對氣球 2801

28 280013 billiard table cushions ○ ビリヤード台用クッション 24B02 ○ 撞球檯墊 2802

28 280014 rocking horses ○ 揺り木馬 24A01 ○ 木馬 2801

28 280015 batting gloves [accessories for games] ○
バッティング用手袋（ゲーム用付属
品）

24C01 ○ 打擊手套 2802

28 280016 dolls' feeding bottles ○ 人形用ほ乳瓶 24A01 ○ 玩具娃娃奶瓶 2801

28 280017 stationary exercise bicycles ○ 運動用固定式自転車 24C01 ○ 固定健身腳踏車 2802

28 280019 billiard balls ○ ビリヤード用球 24B02 ○ 撞球 2802

28 280020 chalk for billiard cues ○ キュー用チョーク 24B02 ○ 撞球桿用防滑塊 2802

28 280021 billiard markers ○ ビリヤード用点数表示板 24B02 ○ 撞球記分板 2802

28 280022 skittles ○ 九柱戯用ピン 24C01 ○ 九柱戲玩具的小柱 2801

28 280023 marbles for games ○ ゲーム用おはじき・ビー玉 24A01 ○ 遊戲用彈珠 2801

28 280024 toys* ○ おもちゃ 24A01 ○ 玩具 2801

28 280025 building blocks [toys] ○ 積み木（おもちゃ） 24A01 ○ 玩具積木 2801

28 280026 bob-sleighs ○ ボブスレー用そり 24C01 ○ 比賽用連橇 2802

28 280027 Christmas crackers [party novelties] ○
クリスマス用クラッカー（パー
ティー用贈呈品）

24A01 ○ 聖誕拉炮 2805

28 280029 candle holders for Christmas trees ○ クリスマスツリー用ろうそく立て 24A01 ○ 聖誕樹用燭台 2805

28 280030 balls for playing boules games ○ 球戯（ブール）用ボール 24C01 ○ 滾球運動用球 2802

28 280031 bowling apparatus and machinery ○ ボウリング用機械器具 09G53 ○ 保齡球器材和機器設備 2802

28 280032 boxing gloves ○ ボクシング用グローブ 24C01 ○ 拳擊手套 2802

28 280033 gut for rackets ○ ラケットガット 24C01 ○ 球拍用羊腸線 2802

28 280034 golf clubs ○ ゴルフクラブ 24C01 ○ 高爾夫球桿 2802

28 280035 rods for fishing ○ 釣りざお 24D01 ○ 釣竿 2803

28 280036 kites ○ 凧 24A01 ○ 風箏 2801

28 280037 kite reels ○ たこ用糸巻 24A01 ○ 風箏捲線器 2801

28 280038 targets ○ 標的 24C01 ○ 標靶 2802

28 280039 bells for Christmas trees ○ クリスマスツリー用ベル 24A01 ○ 聖誕樹用鈴 2805

28 280040 counters [discs] for games ○ ゲーム用カウンター 24B01 ○ 遊戲用計數籌碼 2804

28 280041 building games ○ 組立おもちゃ 24A01 ○ 建構式玩具 2801

28 280042 strings for rackets ○ ラケット用糸 24C01 ○ 球拍線 2802

28 280043 machines for physical exercises ○ 運動用機械器具 24C01,24C03,24C04 ○ 運動用機械器材 2802

28 280044 body rehabilitation apparatus ○ リハビリテーション用器具 24C01 ○ 健身訓練器 2802

28 280044 body-building apparatus ○ ボディビル用具 24C01 ○ 健身器 2802

28 280044 body-training apparatus ○ ボディートレーニング用器具 24C01 ○ 健身訓練器 2802

28 280045 novelty toys for parties ○ パーティー用おもちゃ 24A01 ○ 派對用新奇玩具 2801

28 280046 shin guards [sports articles] ○ すね当て（運動用具） 24C01 ○ 運動用護脛 2802

28 280047 cricket bags ○ クリケットバッグ 24C01 ○ 板球袋 2802

28 280048 hockey sticks ○ ホッケー用スティック 24C01 ○ 曲棍球桿 2802

28 280049 checkers [games] ○ チェッカー用具（ゲーム用品） 24B01 ○ 西洋跳棋 2804

28 280049 draughts [games] ○ チェッカー用具（ゲーム用品） 24B01 ○ 西洋跳棋 2804

28 280050 dice ○ さいころ 24B01 ○ 骰子 2804

28 280051 chest expanders [exercisers] ○ エキスパンダー（運動用具） 24C01 ○ 擴胸器 2802

28 280051 exercisers [expanders] ○ エキスパンダー（運動用具） 24C01 ○ 肌肉鍛鍊器具 2802

28 280052 discuses for sports ○ 運動競技用円盤 24C01 ○ 運動用鐵餅 2802

28 280054 dominoes ○ ドミノ用具 24B01 ○ 骨牌 2804

28 280055 chess games ○ チェス用具 24B01 ○ 西洋棋遊戲器具 2804

28 280056 chessboards ○ チェス盤 24B01 ○ 西洋棋棋盤 2804

28 280057 checkerboards ○ チェッカー盤 24B01 ○ 西洋跳棋棋盤 2804

28 280057 draughtboards ○ チェッカー盤 24B01 ○ 西洋跳棋棋盤 2804

28 280058 toy pistols ○ おもちゃのけん銃 24A01 ○ 玩具手槍 2801

28 280059 rollers for stationary exercise bicycles ○ 運動用固定式自転車のローラー 24C01 ○ 固定健身腳踏車用軸架 2802

28 280060 landing nets for anglers ○ 釣り用たも網 24D01 ○ 釣魚用撈網 2803

28 280061 golf bags, with or without wheels ○
ゴルフバッグ（車付、車のないも
の）

24C01 ○ 帶輪或不帶輪高爾夫球具袋 2802

28 280062 novelty toys for playing jokes ○ いたずら用おもちゃ 24A01,24B01 ○ 開玩笑用新奇玩具 2801

28 280064 nets for sports ○ 運動用ネット 24C01 ○ 運動用網 2802

28 280065 tennis nets ○ テニス用ネット 24C01 ○ 網球網 2802

28 280066 ski bindings ○ スキー用締め具 24C01 ○ 滑雪板鞋靴固定器 2802

28 280067 darts ○ ダーツ用具 24B02 ○ 飛鏢 2801

28 280069 floats for fishing ○ 釣り用浮き 24D01 ○ 釣魚用浮標 2803

28 280070 foosball tables ○ サッカーゲーム盤 24A01,24B01 ○ 足球遊戲檯 2801

28 280072 gloves for games ○ 運動用グローブ又は手袋 24C01,24C04 ○ 運動用手套 2802

28 280074 cups for dice ○ ダイスカップ 24B01 ○ 骰子杯 2804

28 280075 bar-bells ○ バーベル 24C01 ○ 啞鈴 2802

28 280076 fish hooks ○ 釣針 24D01 ○ 釣鉤 2803

28 280077 rattles [playthings] ○ がらがら（おもちゃ） 24A01 ○ 玩具搖鈴 2801

28 280078 board games ○ 盤ゲーム 24B01 ○ 棋盤遊戲器具 2804

28 280079 games* ○ ゲーム用具
24A01,24B01,24B02,

24C01
○ 遊戲器具* 2801、2807

28 280080 clay pigeon traps ○ クレー射撃用標的射出装置 24C01 ○ 泥製飛靶發射機 2802

28 280081 bats for games ○ 運動用バット 24C01 ○ 球棒 2802

28 280081 rackets ○ ラケット 24C01 ○ 球拍 2802

28 280082 decoys for hunting or fishing ○ 狩猟用デコイ及び釣り用ルアー 24C01,24D01 ○ 狩獵或釣魚用誘餌 2803

28 280082 lures for hunting or fishing ○ 狩猟用おとり及び釣り用ルアー 24C01,24D01 ○ 狩獵或釣魚用誘餌 2803

28 280083 fishing tackle ○ 釣り具 24D01 ○ 釣具 2803

28 280084 fishing lines ○ 釣り糸 24D01 ○ 釣魚線 2803

28 280085 dolls' beds ○ 人形用ベッド 24A01 ○ 玩具娃娃床 2801

28 280086 dolls' houses ○ 人形用家 24A01 ○ 玩具娃娃住屋 2801

28 280087 marionettes ○ あやつり人形 24A01 ○ 手偶 2801

28 280087 puppets ○ あやつり人形 24A01 ○ 傀儡 2801

28 280088 dolls ○ 人形 24A01 ○ 玩具娃娃 2801

28 280089 theatrical masks ○ 演劇用面 24A01 ○ 戲劇用面具 2801

28 280090 carnival masks ○ カーニバル用面 24A01 ○ 嘉年華會面具 2801

28 280091 scale model vehicles ○ 乗物の小型模型おもちゃ 24A01 ○ 交通工具的縮尺模型 2801

28 280092 reels for fishing ○ 釣り用リール 24D01 ○ 釣魚捲線器 2803

28 280093 flippers for swimming ○ 水泳用足ひれ 24C04 ○ 游泳用蛙鞋 2809

28 280094 creels [fishing traps] ○ 釣り用やな（わな） 24D01 ○ 魚簍 2803

28 280095 swimming pools [play articles] ○ 水泳用プール（おもちゃ） 24A01 ○ 嬉水用玩具游泳池 2801

28 280096 artificial snow for Christmas trees ○ クリスマスツリー用人工雪 24A01 ○ 聖誕樹用人造雪 2805

28 280097 quoits ○ 輪投げ 24A01 ○ 擲圈環玩具 2801

28 280098 roller skates ○ ローラースケート靴 24C01 ○ 輪式溜冰鞋 2802

28 280099 ice skates ○ アイススケート靴 24C01 ○ 溜冰鞋 2802

28 280100 seal skins [coverings for skis] ○ シールスキン（スキー用シール） 24C01 ○ 滑雪板用海豹皮 2802

28 280101 clay pigeons [targets] ○ クレー射撃用円盤（標的） 24C01 ○ 泥製飛靶 2802

28 280102 surfboards ○ サーフボード 24C04 ○ 衝浪板 2802

28 280103 dolls' clothes ○ 人形用被服 24A01 ○ 玩具娃娃服裝 2801

28 280104 dolls' rooms ○ 人形用部屋 24A01 ○ 玩具娃娃住房 2801

28 280105 conjuring apparatus ○ 手品用具 24B01 ○ 魔術用具 2801

28 280106 ninepins ○ 九柱戯用具 24C01 ○ 九柱戲玩具 2801

28 280106 skittles [games] ○ 九柱戯用具 24C01 ○ 九柱戲玩具 2801

28 280107 gut for fishing ○ 釣用てぐす 24D01 ○ 釣魚用腸線 2803

28 280109 sole coverings for skis ○ スキー用底面カバー 24C01 ○ 滑雪板底部被覆物 2802

28 280110 skis ○ スキー 24C01 ○ 滑雪板 2802

28 280111 tables for table tennis ○ 卓球台 24C01 ○ 桌球桌 2802

28 280112 spinning tops [toys] ○ こま（おもちゃ） 24A01 ○ 陀螺 2801

28 280113 sleds [sports articles] ○ そり（運動用具） 24C01 ○ 運動用雪橇 2802

28 280114 backgammon games ○ バックギャモン 24B01 ○ 西洋雙陸棋 2804

28 280115 scooters [toys] ○ 子供用片足スクーター（おもちゃ） 24A01 ○ 玩具機車 2801

28 280116 shuttlecocks ○ シャトルコック 24C01 ○ 毽子；羽毛球 2801；2802

28 280117 toy air pistols ○ おもちゃの空気銃 24A01 ○ 玩具空氣手槍 2801

28 280118 detonating caps [toys] ○ 雷管（おもちゃ） 24A01 ○ 玩具火帽 2801

28 280118 percussion caps [toys] ○ 雷管（おもちゃ） 24A01 ○ 玩具火帽 2801

28 280119
ornaments for Christmas trees, except lights,

candles and confectionery
○

クリスマスツリー用装飾品（照明・
ろうそく及び菓子を除く。）

24A01 ○
燈及蠟燭及糖果除外之聖誕樹裝飾
品

2805

28 280120 Christmas tree stands ○ クリスマスツリー用台 24A01 ○ 聖誕樹座 2805



28 280121 billiard cues ○ キュー 24B02 ○ 撞球桿 2802

28 280122 billiard cue tips ○ キューの先端 24B02 ○ 撞球桿頭 2802

28 280123 billiard tables ○ ビリヤード台 24B02 ○ 撞球檯 2802

28 280124 coin-operated billiard tables ○ 硬貨作動式ビリヤード台 24B02 ○ 投幣式撞球檯 2802

28 280125 surf skis ○ サーフスキー 24C04 ○ 衝浪獨木舟 2802

28 280126 sailboards ○ セイルボード 24C04 ○ 風浪板 2802

28 280127 hang gliders ○ ハンググライダー 24C01 ○ 滑翔翼 2802

28 280128 apparatus for games ○ 業務用ゲーム機、ゲームおもちゃ 09G53,24A01 ○ 遊戲機 2807

28 280129 appliances for gymnastics ○ 体操用具 24C01 ○ 體操器具 2802

28 280130 fencing weapons ○ フェンシング用武具 24C01 ○ 劍術用擊劍 2802

28 280131 fencing masks ○ フェンシング用マスク 24C01 ○ 劍術用護面罩 2802

28 280132 fencing gauntlets ○ フェンシング用手袋 24C01 ○ 劍術手套 2802

28 280132 fencing gloves ○ フェンシング用手袋 24C01 ○ 劍術手套 2802

28 280141 baseball gloves ○ 野球用グローブ 24C01 ○ 棒球手套 2802

28 280142 climbers' harness ○ 登山用ハーネス 24C03 ○ 登山用安全帶 2802

28 280143 elbow guards [sports articles] ○ ひじ当て（運動用具） 24C01 ○ 運動用護肘 2802

28 280144 knee guards [sports articles] ○ ひざ当て（運動用具） 24C01 ○ 運動用護膝 2802

28 280145 toy mobiles ○ おもちゃのモビール 24A01 ○ 懸掛玩具 2801

28 280146 paragliders ○ パラグライダー 24C01 ○ 飛行傘 2802

28 280147 protective paddings [parts of sports suits] ○
保護用パッド（運動用被服の部分
品）

24C01 ○ 運動服之防護塞墊 2802

28 280148 skateboards* ○ スケートボード 24C01 ○ 滑板* 2802

28 280149 slides [playthings] ○ すべり台（遊具） 24C01 ○ 溜滑梯 2801

28 280150 spring boards [sports articles] ○ 踏切板 24C01 ○ 跳板 2802

28 280151 teddy bears ○ 熊のぬいぐるみ 24A01 ○ 玩具熊 2801

28 280152 waterskis ○ 水上スキー 24C04 ○ 滑水板 2802

28 280153 golf gloves ○ ゴルフ用手袋 24C01 ○ 高爾夫球手套 2802

28 280154 bite indicators [fishing tackle] ○ 浮き（釣り具） 24D01 ○ 魚類上鉤指示器 2803

28 280155 bite sensors [fishing tackle] ○ 電子浮き（釣り具） 24D01 ○ 魚類上鉤感應器 2803

28 280156 table-top games ○ 卓上用ゲーム 24B01 ○ 桌遊 2804

28 280157 fairground ride apparatus ○ 遊園地用乗物機械器具 09G53,24C01 ○ 遊樂園騎乘遊戲設備 2806

28 280158 flying discs [toys] ○ フライングディスク（おもちゃ） 24A01 ○ 飛盤 2801

28 280159 horseshoe games ○ 蹄鉄投げゲーム用具 24A01 ○ 擲蹄鐵玩具 2801

28 280160 mah-jong ○ マージャン用具 24B01 ○ 麻將 2804

28 280161 plush toys ○ フラシ天おもちゃ 24A01 ○ 絨毛玩具 2801

28 280162 soap bubbles [toys] ○ シャボン玉おもちゃ 24A01 ○ 肥皂泡泡玩具 2801

28 280163 toy vehicles ○ おもちゃの乗物 24A01 ○ 玩具交通工具 2801

28 280164 twirling batons ○ バトントワリング用バトン 24C01 ○ 旋轉棒 2801

28 280165 butterfly nets ○ 柄付き捕虫網 25B02 ○ 捕蝶網 2808

28 280166 bags especially designed for skis ○ スキー専用バッグ 24C01 ○ 滑雪板專用袋 2802

28 280167 harness for sailboards ○ セイルボード用ハーネス 24C04 ○ 風浪板用安全帶 2802

28 280168 jigsaw puzzles ○ ジグソーパズル 24A01 ○ 拼圖玩具 2801

28 280169 masts for sailboards ○ セイルボード用マスト 24C04 ○ 風浪板桅杆 2802

28 280170 paintball guns [sports apparatus] ○
ペイントボールガン（スポーツ用
具）

24C01 ○ 漆彈槍 2801

28 280171
paintballs [ammunition for paintball guns]

[sports apparatus]
○ ペイントボール（スポーツ用具） 24C01 ○ 漆彈 2801

28 280172 surfboard leashes ○ サーフボード用流れ止め 24C04 ○ 衝浪板皮帶 2802

28 280173 tennis ball throwing apparatus ○ テニスボールのスローイング用具 24C01 ○ 網球發球機 2802

28 280174 starting blocks for sports ○
スターティングブロック（スポーツ
用）

24C01 ○ 起跑板 2802

28 280175 snow globes ○

球形又はドーム状の容器に液体と人
工的な雪片を封入したディスプレイ
おもちゃ

24A01 ○ 玻璃雪球 2801

28 280176 weight lifting belts [sports articles] ○ 重量挙げ用ベルト 24C01 ○ 舉重腰帶 2802

28 280177 bodyboards ○ ボディーボード 24C04 ○ 趴板 2802

28 280178 bingo cards ○ ビンゴゲーム用カード 24B01 ○ 賓果遊戲卡 2804

28 280179 divot repair tools [golf accessories] ○ ゴルフ用ディボット修復具 24C01 ○ 高爾夫球用草皮修補器 2802

28 280179 pitch mark repair tools [golf accessories] ○ ゴルフ用ディボット修復具 24C01 ○ 高爾夫球用草皮修補器 2802

28 280180 hunting game calls ○ 狩猟用おとり（ゲームコール） 24C01 ○ 狩獵用哨子 2803

28 280181 roulette wheels ○ ルーレット用回転盤 24A01,24B01 ○ 賭博輪盤 2801

28 280182 in-line roller skates ○ インラインスケート 24C01 ○ 直排輪鞋 2802

28 280183 pinatas ○ ピニャータ 24A01 ○
裝有糖果或玩具供人棒擊的節慶懸
掛玩具

2801

28 280184 punching bags ○
パンチ・バッグ（ボクシング練習用
のもの）

24C01 ○ 拳擊訓練用吊袋 2802

28 280185 remote-controlled toy vehicles ○ 遠隔操作式おもちゃの乗物 24A01 ○ 遙控玩具車 2801

28 280186 rosin used by athletes ○ ロージン（運動選手用） 24C01 ○ 運動員用松香 2802

28 280187 snowshoes ○ スノーシュー 24C01 ○ 雪地行走用鞋 2802

28 280188 sling shots [sports articles] ○ スリングショット（スポーツ用具） 24C01 ○ 運動用彈弓 2802

28 280189 amusement machines, automatic and coin-operated ○ 娯楽装置（硬貨投入式） 09G53 ○ 投幣式電動遊樂器 2807

28 280190 kaleidoscopes ○ 万華鏡 24A01 ○ 萬花筒 2801

28 280191 playing cards ○ トランプ 24B01 ○ 撲克牌 2804

28 280192 confetti ○ 紙吹雪用色紙片 25A01 ○ 五彩碎紙 2801

28 280193 electronic targets ○ 電子標的 24C01 ○ 電子靶 2802

28 280194 scent lures for hunting or fishing ○ 狩猟用又は釣り用擬臭 24C01,24D01 ○ 狩獵或釣魚用香味誘餌 2803

28 280195 camouflage screens [sports articles] ○ 狩猟用偽装覆い布（運動用具） 24C01 ○ 運動用偽裝掩蔽物 2802

28 280196 men's athletic supporters [sports articles] ○
男性用アスレチックサポーター（運
動用具）

24C01 ○ 男性運動員下部護具 2802

28 280197 snowboards ○ スノーボード 24C01 ○ 滑雪板 2802

28 280198 scale model kits [toys] ○ 模型セットおもちゃ 24A01 ○ 比例模型組件（玩具） 2801

28 280199 pachinkos ○ ぱちんこ器具 24B02 ○ 小鋼珠遊戲機 2807

28 280201 ascenders [mountaineering equipment] ○ 登高器（登山用具） 24C03 ○ 上升器（登山設備） 2802

28 280202 gaming machines for gambling X ［ギャンブル用ゲーム機］ ― ○ 賭博遊戲機 2807

28 280203 slot machines [gaming machines] ○ スロットマシン 24B02 ○ 吃角子老虎機 2807

28 280204 paper party hats ○ 紙製パーティー用帽子 24A01 ○ 紙製宴會帽 2801

28 280205 swimming kickboards ○ 水泳用ビート板 24C01 ○ 游泳踢水板 2809

28 280206 chips for gambling X ［ギャンブル用チップ］ ― ○ 賭博用籌碼 2804

28 280207 scratch cards for playing lottery games ○ くじ引きゲーム用スクラッチカード 24B01 ○ 抽獎遊戲用刮刮卡 2801

28 280208 stuffed toys ○ 縫いぐるみ 24A01 ○ 填充玩具 2801

28 280209 trampolines X ［トランポリン］ ― ○ 蹦床 2802

28 280210 poles for pole vaulting ○ 棒高跳び用ポール 24C01 ○ 撐杆跳用撐杆 2802

28 280211 water wings ○ 両わき用浮袋 24C01 ○ 翼形浮袋 2809

28 280212 swimming belts ○ 水泳訓練用身体支持ベルト 24C01 ○ 游泳圈 2809

28 280213 swimming jackets ○ 水泳用ジャケット 24C01 ○ 浮水用背心 2809

28 280214 video game machines ○ テレビゲーム機 09G53,24A01 ○ 視頻遊戲機 2807

28 280215 portable games with liquid crystal displays ○ 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ 24A01 ○ 帶有液晶顯示幕的可攜式遊戲機 2807

28 280216 arcade video game machines ○ 業務用テレビゲーム機 09G53 ○ 娛樂場用視頻遊戲機 2807

28 280217 controllers for game consoles ○ ゲーム機用コントローラー 09G53,24A01 ○ 遊戲機操控器 2807

28 280218 toy models ○ おもちゃの模型 24A01 ○ 玩具模型 2801

28 280219 toy figures ○ おもちゃの人形 24A01 ○ 玩具公仔 2801

28 280220 ball pitching machines ○ ボールピッチングマシン 24C01 ○ 投球機 2802

28 280221 dumb-bells ○ ダンベル 24C01 ○ 啞鈴 2802

28 280222 masks [playthings] ○ 面（おもちゃ） 24A01 ○ 玩具面具 2801

28 280223 matryoshka dolls ○ マトリョーシカ人形 24A01 ○ 俄羅斯套娃 2801

28 280224 controllers for toys ○ おもちゃ用コントローラー 24A01 ○ 玩具操控器 2801

28 280225 golf bag carts ○ ゴルフバッグ専用カート 12A71 ○ 高爾夫球具袋手推車 2802

28 280225 golf bag trolleys ○ ゴルフバッグ専用トロリー 12A71 ○ 高爾夫球具袋手推車 2802

28 280226 paddleboards ○ パドルボード 24C04 ○ 槳板 2802

28 280227
gyroscopes and flight stabilizers for model

aircraft
○

模型飛行機用のジャイロスコープ及
び飛行安定装置

24A01 ○ 模型飛機用陀螺儀和飛行穩定器 2801

28 280228 joysticks for video games ○ テレビゲーム機用ジョイスティック 09G53,24A01 ○ 視頻遊戲用搖桿 2807

28 280229
protective films adapted for screens for

portable games
○

携帯ゲームおもちゃの画面保護用
フィルム

24A01 ○ 可攜式遊戲機螢幕保護膜 2807

28 280230 drones [toys] ○ ドローン（おもちゃ） 24A01 ○ 遙控飛機 2801

28 280231 toy robots ○ おもちゃのロボット 24A01 ○ 玩具機器人 2801



28 280232 needles for pumps for inflating balls for games ○
ゲーム用ボールの空気入れポンプ用
針

24A01,24C01 ○ 比賽用球針 2802

28 280233
pumps specially adapted for use with balls for

games
○ ゲーム用ボール専用のポンプ 24A01,24C01 ○ 比賽用球類專用打氣筒 2802

28 280234 baby gyms ○ ベビージム 24A01 ○ 嬰兒健身房 2801

28 280235 plush toys with attached comfort blanket ○
ブランケットが取り付けられている
フラシ天おもちゃ

24A01 ○ 毛毯絨毛玩具 2801

28 280236 tricycles for infants [toys] ○ 幼児用三輪車（おもちゃ） 24A01 ○ 幼兒三輪車 2801

28 280237 toy imitation cosmetics ○ ままごと用化粧品おもちゃ 24A01 ○ 化粧品玩具 2801

28 280238 swimming pool air floats ○ 水泳プール用空気注入式フロート 24A01 ○ 游泳池充氣浮物 2809

28 280239 rhythmic gymnastics ribbons ○ 新体操用リボン 24C01 ○ 韻律體操彩帶 2802

28 280240 party poppers [party novelties] ○

パーティーポッパー（パーティー用
クラッカー）（パーティー用贈呈
品）

24A01 ○ 派對拉炮 2801

28 280241 toy putty ○ おもちゃのパテ 24A01 ○ 油灰玩具 2801

28 280242 toy dough ○ おもちゃの模型作成用生地 24A01 ○ 生麵糰玩具 2801

28 280243
portable games and toys incorporating

telecommunication functions
○

電気通信機能が搭載された携帯可能
なゲーム用具及びおもちゃ

24A01,24B01,24B02,

24C01
○ 含電訊功能便攜式遊戲器具和玩具 2801、2807

28 280244 boomerangs ○ ブーメラン 24A01,24C01 ○ 回力鏢 2801

28 280245 trading cards for games ○ ゲーム用トレーディングカード 24A01,24B01 ○ 交換遊戲卡 2804

28 280246 waist trimmer exercise belts ○
ウェストを引き締めるためのエクサ
サイズ用ベルト

24C01 ○ 運動塑腰帶 2802

28 280247 flippers for diving ○ ダイビング用足ひれ 24C04 ○ 潛水用蛙鞋 2809

28 280248 swimming webs ○ 水泳用水かき 24C04 ○ 游泳手蹼 2809

28 280248 webbed gloves for swimming ○ 水泳用水かきグローブ 24C04 ○ 游泳手蹼 2809

28 280249 inflatable games for swimming pools ○
水泳プール用空気注入式ゲームおも
ちゃ

24A01 ○ 游泳池用充氣遊戲器具 2801、2809

28 280250 roller skis ○ ローラースキー 24C01 ○ 輪式滑雪板 2802

28 280251 ski sticks ○ スキー用ストック 24C01 ○ 滑雪杖 2802

28 280251 ski poles ○ スキー用ストック 24C01 ○ 滑雪杖 2802

28 280252 ski sticks for roller skis ○ ローラースキー用ストック 24C01 ○ 輪式滑雪板用滑雪杖 2802

28 280252 ski poles for roller skis ○ ローラースキー用ストック 24C01 ○ 輪式滑雪板用滑雪杖 2802

28 280253 yoga swings ○ ヨガ用ぶらんこ 24C01 ○ 瑜珈吊床 2802

28 280254 play tents ○ テントおもちゃ 24A01 ○ 遊戲帳篷 2801

28 280255 video game consoles ○ テレビゲーム機 09G53,24A01 ○ 視頻遊戲機 2807

28 280256 hand-held consoles for playing video games ○
テレビゲーム操作用の手持ち式コン
ソール

09G53,24A01 ○ 玩視頻遊戲用手持操縱台 2807

28 280257 playhouses for children ○ 子供用おもちゃの家 24A01 ○ 兒童玩具屋 2801

28 280258 protective cups for sports ○
運動用プロテクティブカップ（股間
保護用プロテクター）

24C01 ○ 運動用護襠 2802

28 280259 golf bag tags ○ ゴルフバッグ用タグ 24C01 ○ 高爾夫球袋吊牌 2802

28 280260 skeleton sleds ○ スケルトン用そり 24C01 ○ 俯式雪橇 2802

28 280261 bags especially designed for surfboards ○ サーフボード専用バッグ 24C04 ○ 衝浪板專用袋 2802

28 280262 fidget toys ○ フィジェットトイ 24A01 ○ 紓壓玩具 2801

28 280263 bowling balls ○ ボウリング用ボール 24C01 ○ 保齡球 2802

28 280264 exercise weights ○ 運動用ウェイト 24C01 ○ 重量訓練器具 2802

28 280265 toy glow stick bracelets for parties ○
パーティー用のブレスレットになる
光る棒型おもちゃ

24A01 ○ 派對用玩具發光條手環 2801

28 280266 cone markers for sports ○ 運動用コーンマーカー 24C01 ○ 運動用標示錐 2802

28 280267 hand clappers [noisemaker toys] ○
ハンドクラッパー（音が出るおも
ちゃ）

24A01 ○ 拍手器（發聲玩具） 2801

28 280268 action figures ○ アクションフィギュア 24A01 ○ 動漫公仔 2801

28 280269 trading card games ○ トレーディングカードゲーム用具 24A01,24B01 ○ 交換卡牌遊戲器具 2804

28 280270 card games ○ カードゲーム用具 24A01,24B01 ○ 卡牌遊戲器具 2804

28 280271 playground sandboxes ○ 遊び場用砂箱 24A01 ○ 遊戲用玩具沙池 2801

28 280272
hoops for exercise incorporating measuring

sensors
○

測定センサーを組み込んだ運動用
フープ

24C01 ○ 結合感測器之健身運動環 2802

28 280273
adhesive abdominal exercise belts, electric, for

muscle stimulation
○

筋肉刺激のための接着式腹部エクサ
サイズ用ベルト（電気式のもの）

24C01 ○ 黏貼式肌肉電刺激腹部健身帶 2802

28 280274 external cooling fans for game consoles ○ ゲーム機の外付け式冷却ファン 09G53,24A01 ○ 遊戲機散熱風扇 2807

28 280275 ball-jointed dolls [BJD] ○ 球体関節人形 24A01 ○ 球形關節人偶（ＢＪＤ） 2801

28 280276 electric muscle stimulation bodysuits for sports ○
スポーツ用の電気式筋肉刺激ボディ
スーツ

24C01 ○ 運動用肌肉電刺激緊身衣 2802

28 280277 grip tapes for rackets ○ ラケット用グリップテープ 24C01 ○ 球拍握把膠帶 2802

28 280278 toy musical instruments ○ おもちゃ楽器 24A01 ○ 玩具樂器 2801

28 280279 fishing gaffs ○ 釣り用ギャフ 24D01 ○ 釣魚搭鉤 2803

28 280280 balance bicycles [toys] ○ キックバイク（おもちゃ） 24A01 ○ 平衡滑步車（玩具） 2801

28 280281 weight vests for physical training purposes ○
フィジカルトレーニング用ウエイト
ベスト

24C01 ○ 體能訓練用載重背心 2802

29 290002 seaweed extracts for food ○ 食用海藻エキス 32F01,32F02 ○ 食用海藻濃縮物 2919

29 290003 gelatine* ○ 食用ゼラチン 32F01 ○ 明膠* 2905

29 290005 edible fats ○ 食用脂 31C01 ○ 食用油脂 2903

29 290006 anchovy, not live ○
アンチョビー（カタクチイワシ）
（生きているものを除く。）

32C01 ○ 非活體鯷魚 2906

29 290007 peanut butter ○ ピーナッツバター 32F04 ○ 花生醬 2908

29 290008 butter ○ バター 31D01 ○ 奶油 2903

29 290009 cocoa butter for food ○ 食用のココアバター 31C01 ○ 食用可可油脂 2903

29 290010 coconut butter ○ ココナッツバター 31C01 ○ 椰子油脂 2903

29 290011 buttercream ○ バタークリーム 31D01 ○ 鮮奶油 2903

29 290012 white of eggs ○ 卵白 32F07 ○ 蛋白 2911

29 290013 black pudding ○ ブラックプディング 32F01 ○ 黑臘腸 2906

29 290013 blood sausage ○ ブラッドソーセージ 32F01 ○ 血腸 2906

29 290014 bouillon ○ スープのもととしてのブイヨン 32F10 ○ 牛肉清湯 2906

29 290014 broth ○ スープのもととしてのブロス 32F10 ○ 肉湯 2906

29 290015 preparations for making bouillon ○ スープのもととしてのブイヨン 32F10 ○ 牛肉清湯湯料 2906

29 290016 caviar ○ キャビア 32C01 ○ 魚子醬 2911

29 290017 fruit, preserved ○ 保存加工をした果実 32F04 ○ 經保存處理的水果 2908

29 290018 charcuterie ○ 肉製品 32F01 ○ 豬肉製品 2906

29 290019 potato chips ○ ポテトチップス 30A01,32F04 ○ 馬鈴薯片 2908

29 290019 potato crisps ○ ポテトチップス 30A01,32F04 ○ 馬鈴薯片 2908

29 290020 sauerkraut ○ サワークラウト 32F04 ○ 德式酸菜 2908

29 290021 coconut, desiccated ○ 乾燥ココナッツ 32F04 ○ 椰子粉 2908

29 290022 colza oil for food ○ 食用なたね油 31C01 ○ 食用菜籽油 2903

29 290022 rape oil for food ○ 食用なたね油 31C01 ○ 食用菜籽油 2903

29 290023 bouillon concentrates ○ スープのもととしての濃縮ブイヨン 32F10 ○ 濃縮牛肉清湯 2906

29 290023 broth concentrates ○ スープのもととしての濃縮ブロス 32F10 ○ 濃縮肉湯 2906

29 290024 jams ○ ジャム 32F04 ○ 果醬 2908

29 290025 frozen fruits ○ 冷凍果実 32E01 ○ 冷凍水果 2908

29 290026 soups ○ スープ 32F10 ○ 湯 2906、2908

29 290027 raisins ○ 干しぶどう 32F04 ○ 葡萄乾 2908

29 290028 gherkins ○ ピクルス 32F04 ○ 醃漬小黃瓜 2908

29 290029 vegetables, preserved ○ 保存加工をした野菜 32F04 ○ 經保存處理的蔬菜 2908

29 290030 vegetables, cooked ○ 加熱調理をした野菜 32F04 ○ 烹調過的蔬菜 2908

29 290031 vegetables, dried ○ 乾燥野菜 32F04 ○ 乾製蔬菜 2908

29 290032 oils for food ○ 食用油 31C01 ○ 食用油 2903

29 290033 cream [dairy products] ○ クリーム（酪農製品） 31D01 ○ 乳脂 2903

29 290034 cheese ○ チーズ 31D01 ○ 乳酪 2901

29 290035 crystallized fruits ○ 砂糖漬け果実 30A01,32F04 ○ 蜜餞 2908

29 290035 frosted fruits ○ 糖衣果実 30A01,32F04 ○ 糖漬水果 2908

29 290036 croquettes ○ コロッケ 32F01 ○ 炸肉丸；炸魚丸 2906

29 290037 crustaceans, not live ○ 甲殻類（生きているものを除く。） 32C01 ○ 非活體甲殼類動物 2906

29 290038 dates ○ 乾燥なつめやしの実 32F04 ○ 海棗果實 2908

29 290039 milk ○ 牛乳 31D01 ○ 乳 2901

29 290040 crayfish, not live ○
ざりがに（生きているものを除
く。）

32C01 ○ 非活體小龍蝦 2906

29 290041 fish fillets ○ 魚の切り身 32C01 ○ 魚片 2906

29 290042 rennet ○ レンネット 01A01 ○ 製乾酪用的凝乳 2901

29 290043 fruit, stewed ○ とろ火で煮た果実 32F04 ○ 燉熟水果 2908



29 290044 fruit jelly spreads ○ ゼリー状フルーツのスプレッド 32F04 ○ 果醬 2905

29 290045 fruit pulp ○ 果肉 32F04 ○ 果肉 2908

29 290046 meat ○ 食肉 32A01 ○ 肉類 2906

29 290047 fish, not live ○ 魚（生きているものを除く。） 32C01 ○ 非活體魚 2906

29 290048 jellies for food, other than confectionery ○ 食用ゼリー（菓子を除く。） 32F01,32F04 ○ 食品用膠（甜點除外） 2905

29 290049 meat jellies ○ 肉ゼリー 32F01 ○ 肉凍 2906

29 290050 game, not live ○ 食用鳥獣肉 32A01 ○ 非活體野味 2906

29 290051 ginger jam ○ ジンジャージャム 32F04 ○ 薑果醬 2908

29 290052 soya beans, preserved, for food ○ 保存加工をした大豆 33A01 ○ 經保存處理的食用大豆 2908

29 290053
fatty substances for the manufacture of edible

fats
○ 食用油脂製造用の脂肪質性物質

31D01,32A01,32B01,

32C01,32E01,33A01,

33C01

○ 可供提煉食用油的脂肪物質 2903

29 290054 fat-based spreads for bread slices ○
スライス済みパン用のファットスプ
レッド

31C01,31D01,32F04 ○ 塗麵包用脂肪抹醬 2903

29 290055 herrings, not live ○ にしん（生きているものを除く。） 32C01 ○ 非活體鯡魚 2906

29 290057 lobsters, not live ○
ロブスター（生きているものを除
く。）

32C01 ○ 非活體龍蝦 2906

29 290058 corn oil for food ○ 食用コーン油 31C01 ○ 食用玉米油 2903

29 290058 maize oil for food ○ 食用コーン油 31C01 ○ 食用玉米油 2903

29 290059 palm kernel oil for food ○ 食用パーム核油 31C01 ○ 食用棕櫚果仁油 2903

29 290060 sesame oil for food ○ 食用ごま油 31C01 ○ 食用芝麻油 2903

29 290061 oysters, not live ○ 牡蠣（生きているものを除く。） 32C01 ○ 非活體牡蠣 2906

29 290062 isinglass for food ○ 食用アイシングラス 32F01 ○ 食用魚膠 2905

29 290063 ham ○ ハム 32F01 ○ 火腿 2906

29 290064 yolk of eggs ○ 卵黄 32F07 ○ 蛋黃 2911

29 290065 yoghurt ○ ヨーグルト 31D01 ○ 酸乳酪 2901

29 290065 yogurt ○ ヨーグルト 31D01 ○ 酸乳酪 2901

29 290066 vegetable soup preparations ○ 野菜スープのもと 32F10 ○ 蔬菜湯料 2908

29 290067 vegetable juices for cooking ○ 調理用野菜ジュース 32F04 ○ 烹調用蔬菜汁 2908

29 290068 meat extracts ○ 肉エキス 32F01 ○ 濃縮肉汁 2906

29 290070 kefir ○ ケフィール 31D01 ○ 發酵乳 2901

29 290070 kephir ○ ケフィール 31D01 ○ 發酵乳 2901

29 290071 koumiss ○ クミス 31D01 ○ 發酵乳 2901

29 290071 kumys ○ クミス 31D01 ○ 發酵乳 2901

29 290072 milk beverages, milk predominating ○ 乳飲料 31D01 ○ 以獸乳為主的乳類飲料 2901

29 290073 whey ○ 乳しょう 31D01 ○ 乳清 2901

29 290074 milk products ○ 乳製品 31D01 ○ 乳製品 2901、2903

29 290075 spiny lobsters, not live ○
いせえび（生きているものを除
く。）

32C01 ○ 非活體龍蝦 2906

29 290076 bacon ○ ベーコン 32F01 ○ 培根 2906

29 290077 lentils, preserved ○ 保存加工をしたレンズ豆 33A01 ○ 經保存處理的扁豆 2908

29 290078 margarine ○ マーガリン 31C01 ○ 人造奶油 2903

29 290079 marmalade ○ マーマレード 32F04 ○ 帶碎果皮的果醬 2908

29 290081 animal marrow for food ○ 食用獣類の髄 32A01 ○ 食用動物骨髓 2906

29 290082 shellfish, not live ○
甲殻類及び貝類（生きているものを
除く。）

32C01 ○ 非活體貝殼類動物 2906

29 290083 mussels, not live ○ い貝（生きているものを除く。） 32C01 ○ 非活體淡菜 2906

29 290084 palm oil for food ○ 食用パーム油 31C01 ○ 食用棕櫚油 2903

29 290085 nuts, prepared ○ 加工済みナッツ 32F04 ○ 經調製的堅果 2908

29 290086 eggs* ○ 卵 32B01 ○ 蛋* 2911

29 290087 powdered eggs ○ 粉末卵 32F07 ○ 蛋粉 2911

29 290088 liver pastes ○ レバーペースト 32F01 ○ 肝醬 2906

29 290088 liver pate ○ レバーパテ 32F01 ○ 肝醬 2906

29 290089 onions, preserved ○ 保存加工をしたたまねぎ 32F04 ○ 經保存處理的洋蔥 2908

29 290090 olives, preserved ○ 保存加工をしたオリーブ 32F04 ○ 經保存處理的橄欖 2908

29 290091 olive oil for food ○ 食用オリーブ油 31C01 ○ 食用橄欖油 2903

29 290092 bone oil for food ○ 食用骨油 31C01 ○ 食用骨油 2903

29 290093 pectin for culinary purposes ○ 料理用ペクチン 01A01 ○ 烹飪用果膠 2905

29 290095 pickles ○ ピクルス 32F04 ○ 醃漬菜 2908

29 290096 peas, preserved ○ 保存加工をしたえんどう豆 33A01 ○ 經保存處理的豌豆 2908

29 290097 sausages ○ ソーセージ 32F01 ○ 香腸 2908

29 290098 salted meats ○ 塩漬肉 32F01 ○ 醃肉 2906

29 290099 preparations for making soup ○ スープのもと 32F10 ○ 高湯 2906

29 290101 tomato puree ○ トマトピューレ 32F04 ○ 番茄泥 2908

29 290102 vegetable salads ○ 野菜サラダ 32F04 ○ 蔬菜沙拉 2908

29 290103 lard ○ ラード 31C01 ○ 豬油 2903

29 290104 fruit salads ○ フルーツサラダ 32F04 ○ 水果沙拉 2908

29 290106 sardines, not live ○ いわし（生きているものを除く。） 32C01 ○ 非活體沙丁魚 2906

29 290107 salmon, not live ○ さけ（生きているものを除く。） 32C01 ○ 非活體鮭魚 2906

29 290108 suet for food ○ 動物性油脂 31C01 ○ 食用板油 2903

29 290109 tuna, not live ○ まぐろ（生きているものを除く。） 32C01 ○ 非活體鮪魚 2906

29 290110 tomato juice for cooking ○ 調理用トマトジュース 32F04 ○ 烹調用番茄汁 2908

29 290111 sunflower oil for food ○ 食用ひまわり油 31C01 ○ 食用葵花油 2903

29 290112 tripe ○ 牛の胃 32A01 ○ 牛肚 2906

29 290113 truffles, preserved ○ 保存加工をしたトリュフ 32F04 ○ 經保存處理的松露 2908

29 290114 poultry, not live ○ 家きん肉 32A01 ○ 非活體家禽 2906

29 290115 fruit peel ○ 果実の皮 32F04 ○ 果皮 2908

29 290116 alginates for culinary purposes ○ 料理用アルギン酸塩 01A01 ○ 烹飪用藻酸鹽 2905

29 290117 almonds, ground ○ ひき割りアーモンド 32F04 ○ 研磨杏仁 2908

29 290118 peanuts, prepared ○ 加工済みピーナッツ 32F04 ○ 經調製的花生 2908

29 290120 mushrooms, preserved ○ 保存加工をしたきのこ 32F04 ○ 經保存處理的蘑菇 2908

29 290121 coconut fat ○ やし油 31C01 ○ 椰子脂 2903

29 290122 coconut oil for food ○ 食用やし油 31C01 ○ 食用椰子油 2903

29 290123 beans, preserved ○ 保存加工をした豆類 33A01 ○ 經保存處理的豆 2908

29 290124 liver ○ レバー 32A01 ○ 肝 2906

29 290125 fish-based foodstuffs ○ 魚を主原料とする加工品 32F01,32F02,32F06 ○ 魚肉製品 2906

29 290131 fruit chips ○ 果実のチップ（菓子を除く。） 32F04 ○ 水果片 2908

29 290132 clams, not live ○ 二枚貝（生きているものを除く。） 32C01 ○ 非活體蛤 2906

29 290133 fruit preserved in alcohol ○ アルコール漬け果実 32F04 ○ 酒漬水果 2908

29 290134 pollen prepared as foodstuff ○ 加工済み食用花粉 32F15 ○ 食用花粉 2919

29 290135 prawns, not live ○ えび（生きているものを除く。） 32C01 ○ 非活體明蝦 2906

29 290136 fish, preserved ○ 保存加工をした魚 32F01 ○ 經保存處理的魚 2906

29 290137 meat, preserved ○ 保存加工をした肉 32F01 ○ 經保存處理的肉類 2906

29 290138 shrimps, not live ○ えび（生きているものを除く。） 32C01 ○ 非活體蝦 2906

29 290139 snail eggs for consumption ○ 巻貝の卵（食用のもの） 32C01 ○ 食用蝸牛蛋 2911

29 290140 tofu ○ 豆腐 32F05 ○ 豆腐 2914

29 290141 whipped cream ○ ホイップクリーム 31D01 ○ 發泡奶油 2903

29 290142 pork ○ 豚肉 32A01 ○ 豬肉 2906

29 290143 edible birds' nests ○ 食用鳥の巣 32F01 ○ 食用燕窩 2917

29 290144 fish, canned ○ 魚の缶詰 32F01 ○ 魚罐頭 2906

29 290144 fish, tinned ○ 魚の缶詰 32F01 ○ 魚罐頭 2906

29 290145 fish meal for human consumption ○ 食用魚粉 32F02 ○ 食用魚粉 2906

29 290146 fruits, canned ○ 果実の缶詰 32F04 ○ 水果罐頭 2908

29 290146 fruits, tinned ○ 果実の缶詰 32F04 ○ 水果罐頭 2908

29 290147 meat, canned ○ 肉の缶詰 32F01 ○ 肉罐頭 2906

29 290147 meat, tinned ○ 肉の缶詰 32F01 ○ 肉罐頭 2906

29 290148 potato fritters ○ ポテトフリッター 32F04,32F06 ○ 馬鈴薯餅 2908

29 290149 salted fish ○ 塩漬けの魚 32C01,32F01 ○ 鹹魚 2906

29 290150 sea-cucumbers, not live ○ なまこ（生きているものを除く。） 32C01 ○ 非活體海參 2906

29 290151 silkworm chrysalis for human consumption ○ 食用蚕のさなぎ 32X99 ○ 食用蠶蛹 2906

29 290152 vegetables, canned ○ 野菜の缶詰 32F04 ○ 蔬菜罐頭 2908

29 290152 vegetables, tinned ○ 野菜の缶詰 32F04 ○ 蔬菜罐頭 2908

29 290153 sausages in batter ○ ころも付きソーセージ 32F01,32F06 ○ 碎肉香腸 2906

29 290154 potato flakes ○ ポテトフレーク 32F04 ○ 馬鈴薯薄片 2908

29 290155 apple puree ○ アップルピューレ 32F04 ○ 蘋果泥 2908



29 290156 cranberry compote ○ クランベリーコンポート 32F04 ○ 蔓越莓蜜餞 2908

29 290157 tahini ○ タヒーニ（ゴマペースト） 32F04 ○ 芝麻醬 2908

29 290158 hummus ○ ハムス（ひよこ豆ペースト） 32F04 ○ 鷹嘴豆醬 2908

29 290159 laver, preserved ○ 加工海苔 32F01,32F02 ○ 經保存處理的紫菜 2908

29 290160 fruit-based snack food ○ 果実を主原料とするスナック食品 30A01,32F04 ○ 以水果為主的零食 2908

29 290161 curd ○ カード（凝乳） 31D01 ○ 凝乳 2901

29 290162 kimchi ○ キムチ 32F04 ○ 韓式泡菜 2908

29 290163 soya milk ○ 豆乳 32F05 ○ 豆奶 2901

29 290164 milk shakes ○ ミルクセーキ 29C01,31D01 ○ 奶昔 2901

29 290165 preserved peppers ○ 保存加工をしたパプリカ 32F04 ○ 經保存處理的甜椒 2908

29 290166 sunflower seeds, prepared ○ 加工済みのひまわり種子 32F04 ○ 經調製的葵花籽 2908

29 290167 fish mousses ○ 魚のムース 32F01 ○ 魚製慕斯 2906

29 290168 non-alcoholic eggnog ○
アルコール分を含まないエッグノッ
グ（乳飲料）

31D01 ○ 無酒精蛋奶酒 2901

29 290169 vegetable mousses ○ 野菜のムース 32F04 ○ 蔬菜製慕斯 2908

29 290170 fish roe, prepared ○ 加工済み魚卵 32F01 ○ 經調製的魚卵 2911

29 290171 seeds, prepared* ○ 加工済み種子 32F04 ○ 經調製的種子* 2908

29 290172 aloe vera prepared for human consumption ○ 加工済み食用アロエベラ 32F04 ○ 食用預製蘆薈 2908

29 290173 preserved garlic ○ 保存加工をしたにんにく 32F04 ○ 醃製大蒜 2908

29 290174 albumin milk ○ アルブミン乳 31D01 ○ 蛋白質牛奶 2901

29 290174 protein milk ○ プロテインミルク（アルブミン乳） 31D01 ○ 蛋白質牛奶 2901

29 290175 flaxseed oil for food ○ 食用亜麻仁油 31C01 ○ 食用亞麻籽油 2903

29 290175 linseed oil for food ○ 食用亜麻仁油 31C01 ○ 食用亞麻籽油 2903

29 290176 low-fat potato chips ○ 低脂肪のポテトチップス 30A01,32F04 ○ 低脂馬鈴薯片 2908

29 290176 low-fat potato crisps ○ 低脂肪のポテトチップス 30A01,32F04 ○ 低脂馬鈴薯片 2908

29 290177 lecithin for culinary purposes ○ 料理用レシチン 01A01 ○ 烹飪用卵磷脂 2911

29 290178 milk ferments for culinary purposes ○ 料理用の乳発酵用酵母 32F08 ○ 烹飪用發酵牛奶 2901

29 290179 compotes ○ コンポート 32F04 ○ 蜜餞；糖漬水果 2908

29 290180 condensed milk ○ 加糖練乳 31D01 ○ 煉乳 2901

29 290181 smetana ○ スメタナ（サワークリーム） 31D01 ○ 斯美塔那酸奶油 2903

29 290182 fermented baked milk ○ 煮沸発酵乳 31D01 ○ 熟酸乳 2901

29 290183 soured milk ○ サワーミルク 31D01 ○ 酸乳 2901

29 290184 tomato paste ○ トマトペースト 32F04 ○ 番茄糊 2908

29 290185 vegetable marrow paste ○ かぼちゃのペースト 32F04 ○ 櫛瓜泥 2908

29 290186 aubergine paste ○ なすのペースト 32F04 ○ 茄子泥 2908

29 290186 eggplant paste ○ なすのペースト 32F04 ○ 茄子泥 2908

29 290187 peanut milk for culinary purposes ○ 料理用ピーナッツミルク 31D01 ○ 烹飪用花生漿 2901

29 290188 almond milk for culinary purposes ○ 料理用アーモンドミルク 31D01 ○ 烹飪用杏仁漿 2901

29 290189 rice milk ○ ライスミルク 31D01 ○ 米漿 2901

29 290190 artichokes, preserved ○ 保存加工をしたアーティチョーク 32F04 ○ 經保存處理的朝鮮薊 2908

29 290191 arrangements of processed fruit ○ 盛り合わせた加工果実 32F04 ○ 加工過的水果拼盤 2908

29 290192 powdered milk* ○ 粉乳 31D01 ○ 奶粉* 2901

29 290193 yakitori ○ 焼き鳥 32F01 ○ 日式烤雞串 2906

29 290194 bulgogi ○ プルコギ（牛肉からなる韓国料理） 32F01,32F06 ○ 烤肉（韓國烤肉） 2906

29 290195 candied nuts ○ 砂糖漬けのナッツ 32F04 ○ 蜜餞 2908

29 290196 flavored nuts ○ 風味付けされたナッツ 32F04 ○ 經調製的堅果 2908

29 290196 flavoured nuts ○ 風味付けされたナッツ 32F04 ○ 經調製的堅果 2908

29 290197 hazelnuts, prepared ○ 加工済みヘーゼルナッツ 32F04 ○ 加工過的榛子 2908

29 290198 berries, preserved ○ 保存加工をしたベリー類 32F04 ○ 經保存處理的漿果 2908

29 290199 guacamole ○
グアカモーレ（アボカドのディッ
プ）

32F04 ○ 酪梨醬 2908

29 290200 onion rings ○ オニオンリング 32F04 ○ 油炸洋蔥圈 2908

29 290201 falafel ○ ファラフェル 32F01 ○ 油炸鷹嘴豆丸子 2908

29 290202 lemon juice for culinary purposes ○ 調理用レモンジュース 32F04 ○ 烹飪用檸檬汁 2908

29 290203 freeze-dried meat ○ 凍結乾燥した肉製品 32F01 ○ 冷凍乾製肉類 2906

29 290203 lyophilised meat ○ 凍結乾燥した肉製品 32F01 ○ 冷凍乾製肉類 2906

29 290203 lyophilized meat ○ 凍結乾燥した肉製品 32F01 ○ 冷凍乾製肉類 2906

29 290204 oat milk ○ オーツ麦ミルク 31D01 ○ 燕麥漿 2901

29 290205 vegetable-based cream ○ 植物性代用クリーム 31D01 ○ 植物性奶油 2903

29 290206 freeze-dried vegetables ○ 凍結乾燥した野菜 32F04 ○ 冷凍乾製蔬菜 2908

29 290206 lyophilised vegetables ○ 凍結乾燥した野菜 32F04 ○ 冷凍乾製蔬菜 2908

29 290206 lyophilized vegetables ○ 凍結乾燥した野菜 32F04 ○ 冷凍乾製蔬菜 2908

29 290207 extra virgin olive oil for food ○
食用エクストラバージンオリーブオ
イル

31C01 ○ 食用初榨橄欖油 2903

29 290209 edible ant larvae, prepared ○ 加工済み食用蟻の幼虫 32X99 ○ 經調製可食用螞蟻醬 2911

29 290210 edible insects, not live ○
食用昆虫類（生きているものを除
く。）

32X99 ○ 非活體食用昆蟲 2906

29 290211 sweet corn, processed ○ 加工済みスイートコーン 32F04 ○ 加工過的甜玉米 2908

29 290212 nut-based spreads ○ ナッツを主原料としたスプレッド 32F04 ○ 堅果抺醬 2908

29 290213 potato-based dumplings ○
じゃがいもを主原料としたダンプリ
ング

32F04,32F06 ○ 馬鈴薯製糰子 2908

29 290214 hot dog sausages ○ ホットドッグ用ソーセージ 32F01 ○ 熱狗 2906

29 290215 corn dogs ○ コーンドッグ 32F01,32F06 ○ 熱狗棒 2906

29 290216 soya bean oil for food ○ 食用大豆油 31C01 ○ 食用大豆油 2903

29 290217 milk substitutes ○ 代用牛乳 31D01,32F05 ○ 代乳品 2901

29 290218 almond milk ○ アーモンドミルク 31D01 ○ 杏仁漿 2901

29 290219 peanut milk ○ ピーナッツミルク 31D01 ○ 花生漿 2901

29 290220 coconut milk ○ ココナッツミルク 31D01 ○ 椰漿 2901

29 290221 coconut milk for culinary purposes ○ 料理用ココナッツミルク 31D01 ○ 烹飪用椰漿 2901

29 290222 coconut milk-based beverages ○
ココナッツミルクを主原料とする飲
料

29C01 ○ 椰漿飲料 2901

29 290223 rice milk for culinary purposes ○ 料理用ライスミルク 31D01 ○ 烹飪用米漿 2901

29 290224 almond milk-based beverages ○
アーモンドミルクを主原料とする飲
料

29C01 ○ 杏仁漿飲料 2901

29 290225 peanut milk-based beverages ○
ピーナッツミルクを主原料とする飲
料

29C01 ○ 花生漿飲料 2901

29 290226 sausage casings, natural or artificial ○
天然又は人工のソーセージ用ケーシ
ング

18C11 ○ 天然或人造的香腸腸衣 2906

29 290227 klipfish [salted and dried cod] ○
クリップフィッシュ（塩漬けの干し
鱈）

32F01 ○ 乾醃鱈魚 2906

29 290228 cottage cheese fritters ○ カッテージチーズフリッター 31D01,32F06 ○ 油炸乳酪條 2901

29 290229 pressed fruit paste ○ 押し固めて成形された果実ペースト 32F04 ○ 壓製水果醬 2908

29 290230 tofu skin ○ 湯葉 32F05 ○ 豆腐皮 2914

29 290231 soya patties ○ 大豆のパテ 32F05 ○ 大豆製素肉餅塊 2914

29 290232 tofu patties ○ 豆腐のパテ 32F05 ○ 豆腐製素肉餅塊 2914

29 290233 tajine [prepared meat, fish or vegetable dish] ○
タジン（調理済みの肉、魚、野菜を
用いた料理）

32F06 ○
塔吉鍋慢燉菜餚（經調製的肉、魚
或蔬菜）

2906、2908

29 290233 tagine [prepared meat, fish or vegetable dish] ○
タジン（調理済みの肉、魚、野菜を
用いた料理）

32F06 ○
塔吉鍋慢燉菜餚（經調製的肉、魚
或蔬菜）

2906、2908

29 290234 tempeh ○ テンペ 32F05 ○ 天貝 2908

29 290235 satay ○ サテ（東南アジア風肉の串焼き） 32F01 ○ 沙嗲串 2906

29 290236 vegetables, processed ○ 加工野菜 32F04 ○ 加工過的蔬菜 2908

29 290237 fruit, processed ○ 加工果実 32F04 ○ 加工過的水果 2908

29 290238 ratatouille ○ ラタトゥイユ（野菜の煮込み料理） 32F04,32F06 ○ 蔬菜雜燴 2908

29 290239 duck confits ○ 鴨のコンフィ 32F01 ○ 油封鴨腿 2906

29 290240 andouillettes ○
アンドゥイェット（豚の胃や腸を詰
めたソーセージ）

32F01 ○ 法式香腸 2906

29 290241 white pudding ○ ホワイトプディング 32F01 ○ 布丁白腸 2906

29 290242 cassoulet ○ カスレ（肉と豆の煮込み） 32F06 ○ 法式砂鍋燉肉 2906

29 290243 choucroute garnie ○

シュークルート・ガルニ（サワーク
ラウトと加工済みの肉からなる料
理）

32F06 ○ 法式醃肉香腸佐酸菜菜餚 2906

29 290244 hash browns ○ ハッシュブラウン 32F04 ○ 薯餅 2908

29 290245 omelettes ○ オムレツ 32F06,32F07 ○ 歐姆蛋 2911

29 290245 omelets ○ オムレツ 32F06,32F07 ○ 歐姆蛋 2911

29 290246 cabbage rolls stuffed with meat ○ ロールキャベツ 32F06 ○ 捲心菜肉捲 2906

29 290247 vegetable-based concentrate for cooking ○ 調理用の野菜の濃縮物 32F04 ○ 烹調用濃縮蔬菜汁 2908



29 290248 fruit-based concentrate for cooking ○ 調理用の果物の濃縮物 32F04 ○ 烹調用濃縮水果汁 2908

29 290249 vegetable-based spreads ○ 野菜を主原料としたスプレッド 32F04 ○ 蔬菜抹醬 2908

29 290250 agar-agar for culinary purposes ○ 料理用寒天 32F02 ○ 烹飪用洋菜 2908

29 290251 molluscs, not live ○
軟体動物（生きているものを除
く。）

32C01 ○ 非活體軟體動物 2906

29 290251 mollusks, not live ○
軟体動物（生きているものを除
く。）

32C01 ○ 非活體軟體動物 2906

29 290252 quark ○ クワルク（チーズ） 31D01 ○ 夸克乳酪 2901

29 290253 cottage cheese ○ カッテージチーズ 31D01 ○ 乾酪 2901

29 290254 lactic acid drinks ○ 乳酸飲料 31D01 ○ 乳酸飲料 2901

29 290255 edible flowers, dried ○ 乾燥処理済みの食用花 32F04 ○ 食用乾製花 2916

29 290256 crystallized ginger ○ 砂糖漬けしたしょうが 32F04 ○ 糖漬薑 2908

29 290257 ginger, preserved ○ 保存加工をしたしょうが 32F04 ○ 經保存處理的薑 2908

29 290258 pickled ginger ○ しょうがの漬物 32F04 ○ 醃漬薑 2908

29 290259 berry soup ○ ベリースープ 32F04 ○ 漿果湯 2908

29 290260 berry-based fool ○
ベリー類を主原料とするフール（ゼ
リー・スープ状の菓子）

30A01 ○ 漿果酪 2908

29 290261 vegetable-based prepared meals for toddlers ○ 幼児用の野菜を主原料とする惣菜 32F04,32F06 ○ 幼兒用蔬菜速食調理餐 2908

29 290262 verjuice for culinary purposes ○ 料理用の酸味の強いブドウ果汁 32F04 ○ 烹飪用酸果汁 2908

29 290263 meat-based snack food ○ 肉を主原料とするスナック食品 30A01,32F01 ○ 以肉類為主的零食 2906

29 290264 fish-based snack food ○ 魚を主原料とするスナック食品 30A01,32F01,32F02 ○ 以魚類為主的零食 2906

29 290265 vegetable-based snack food ○ 野菜を主原料とするスナック食品 30A01,32F04 ○ 以蔬菜為主的零食 2908

30 300002 seaweed [condiment] ○ 海藻（香辛料） 31B01 ○ 海藻調味品 3004

30 300003 pasta ○ パスタ 32F03 ○ 義大利麵條 3016

30 300004 almond paste ○ アーモンドペースト 32F04 ○ 杏仁糊 3012

30 300006 aniseed ○ アニシード 31B01 ○ 茴香子 3004

30 300007 star aniseed ○ 八角 31B01 ○ 八角茴香 3004

30 300008 confectionery for decorating Christmas trees ○
クリスマスツリー装飾用コンフェク
ショナリー

30A01 ○ 裝飾聖誕樹用糖果 3006

30 300009 infusions, not medicinal ○ 浸出液（医療用のものを除く。） 29A01,29B01 ○ 非醫療用植物浸泡液 3004

30 300010 coffee flavorings ○
コーヒー香味料（精油のものを除
く。）

04D01 ○ 咖啡調味用香料 3004

30 300010 coffee flavourings ○
コーヒー香味料（精油のものを除
く。）

04D01 ○ 咖啡調味用香料 3004

30 300011 aromatic preparations for food ○ 食品香料（精油のものを除く。） 04D01 ○ 食用芳香劑 3004

30 300012 seasonings ○ 調味料及び香辛料
31A01,31A02,31A03,

31A04,31A05,31B01
○ 調味料 3004

30 300013 unleavened bread ○ 無発酵パン 30A01 ○ 未發酵麵包 3006

30 300014 salt for preserving foodstuffs ○ 食品保存用の塩 31A04 ○ 保存食品用鹽 3004

30 300015 rusks ○ ラスク 30A01 ○ 麵包乾 3006

30 300016 biscuits ○ ビスケット 30A01 ○ 曲奇餅乾 3006

30 300016 cookies ○ クッキー 30A01 ○ 餅乾 3006

30 300017 malt biscuits ○ 麦芽ビスケット 30A01 ○ 麥芽餅乾 3006

30 300019 peppermint sweets ○ はっか入り砂糖菓子 30A01 ○ 薄荷糖 3006

30 300020 candies ○ キャンデー 30A01 ○ 糖果 3006

30 300020 sweets ○ スイーツ 30A01 ○ 甜點 3006

30 300022 waffles ○ ワッフル 30A01 ○ 鬆餅 3006

30 300023 buns ○ バンズ 30A01 ○ 小圓麵包 3006

30 300024 cocoa ○ ココア 29B01 ○ 可可 3002

30 300026 coffee ○ コーヒー 29B01 ○ 咖啡 3002

30 300027 unroasted coffee ○ コーヒー豆 32D04 ○ 未烘焙咖啡 3002

30 300028
vegetal preparations for use as coffee

substitutes
○ 植物を原料とする代用コーヒー 29B01 ○ 作為咖啡代用品的植物製劑 3002

30 300029 cakes ○ 洋菓子 30A01 ○ 蛋糕 3006

30 300030 cinnamon [spice] ○ シナモン（香辛料） 31B01 ○ 肉桂香料 3004

30 300031 capers ○ ケーパー 32F04 ○ 醃漬續隨子 3004

30 300032 caramels [sweets] ○ キャラメル 30A01 ○ 焦糖甜點 3006

30 300032 caramels [candies] ○ キャラメル 30A01 ○ 焦糖糖果 3006

30 300033 curry [spice] ○ カレー粉 31B01 ○ 咖哩香料 3004

30 300034 cereal preparations ○ 穀物調製品 32F03 ○ 穀類調製品 3012

30 300035 chewing gum* ○ チューインガム 30A01 ○ 口香糖* 3006

30 300036 chicory [coffee substitute] ○ チコリーを使用した代用コーヒー 29B01 ○ 菊苣（咖啡代用品） 3002

30 300037 tea* ○ 茶 29A01 ○ 茶* 3001

30 300038 chocolate ○ チョコレート 30A01 ○ 巧克力 3002、3006

30 300039 marzipan ○ マジパン 30A01 ○ 杏仁糖 3006

30 300040 cloves [spice] ○ 丁子（香辛料） 31B01 ○ 丁香香料 3004

30 300041 condiments ○ 調味料及び香辛料
31A01,31A02,31A03,

31A04,31A05,31B01
○ 調味品 3004

30 300042 confectionery ○ コンフェクショナリー 30A01 ○ 甜點 3006

30 300042 sugar confectionery ○ 砂糖菓子 30A01 ○ 甜點 3006

30 300043 corn flakes ○ コーンフレーク 32F03 ○ 玉米片 3006

30 300043 maize flakes ○ コーンフレーク 32F03 ○ 玉米片 3006

30 300044 popcorn ○ ポップコーン 30A01 ○ 爆米花 3006

30 300045 preparations for stiffening whipped cream ○ ホイップクリーム用安定剤 01A01 ○ 發泡奶油增稠製劑 3019

30 300046 ice cream ○ アイスクリーム 30A01 ○ 冰淇淋 3003

30 300047 pancakes ○ パンケーキ 30A01 ○ 鬆餅 3006

30 300048
essences for foodstuffs, except etheric essences

and essential oils
○

食品用エッセンス（エーテルエッセ
ンス及び精油のものを除く。）

04D01 ○ 不含醚香精和香精油之食品用香精 3004

30 300049 cooking salt ○ 食塩 31A04 ○ 烹調用鹽 3004

30 300050 thickening agents for cooking foodstuffs ○ 食材調理用増粘剤 01A01,33A03 ○ 烹調食品用增稠劑 3019

30 300051 turmeric* ○ ターメリック 31B01 ○ 薑黃* 3004

30 300053 natural sweeteners ○ 甘味料（天然のもの） 31A03 ○ 天然增甜劑 3005

30 300054 spices ○ 香辛料 31B01 ○ 調味用香料 3004

30 300055 gingerbread ○ ジンジャーブレッド 30A01 ○ 薑餅 3006

30 300056 allspice ○ オールスパイス 31B01 ○ 五香粉 3004

30 300057 flour* ○ 食用穀粉 33A03 ○ 食用麵粉* 3012

30 300057 meal* ○ あらびき粉 33A03 ○ 麵粉* 3012

30 300058 bean meal ○ 豆のあらびき粉 33A03 ○ 豆類粗粉 3012

30 300059 corn flour ○ とうもろこし粉 33A03 ○ 玉米粉 3012

30 300059 corn meal ○ ひき割りとうもろこし 33A03 ○ 玉米粉 3012

30 300059 maize flour ○ とうもろこし粉 33A03 ○ 玉米粉 3012

30 300059 maize meal ○ ひき割りとうもろこし 33A03 ○ 玉米粉 3012

30 300060 mustard meal ○ 粒マスタード 31B01 ○ 芥末粉 3004

30 300061 barley meal ○ ひき割り大麦 33A03 ○ 大麥粉 3012

30 300062 soya flour ○ 大豆粉 33A03 ○ 大豆粉 3012

30 300063 wheat flour ○ 小麦粉 33A03 ○ 小麥麵粉 3012

30 300065 starch for food ○ 食用でんぷん 33A03 ○ 食用澱粉 3012

30 300066 ferments for dough ○ パン生地発酵用酵母 32F08 ○ 麵糰用酵母 3017

30 300067 fondants [confectionery] ○ フォンダン（糖菓） 30A01 ○ 軟糖 3006

30 300068 petits fours ○ プチフール 30A01 ○ 花色小蛋糕 3006

30 300069 sugar* ○ 砂糖 31A03 ○ 糖* 3005

30 300070 flavorings, other than essential oils, for cakes ○
菓子用香味料（精油のみから成るも
のを除く。）

04D01 ○ 蛋糕用非香精油調味香料 3004

30 300070
flavourings, other than essential oils, for

cakes
○

菓子用香味料（精油のみから成るも
のを除く。）

04D01 ○ 蛋糕用非香精油調味香料 3004

30 300071 cake powder ○ 菓子用粉 32F09,33A03 ○ 蛋糕粉 3012

30 300072 cake batter ○ ケーキ生地 32F03 ○ 蛋糕糊 3012

30 300072 cake dough ○ ケーキ生地 32F03 ○ 蛋糕麵糰 3006

30 300073 ground ginger ○ 挽いたしょうが 31B01 ○ 薑粉 3004

30 300074 binding agents for ice cream ○ アイスクリーム用凝固剤 01A01 ○ 冰淇淋凝結劑 3003

30 300075 ice, natural or artificial ○ 天然又は人工の氷 29D01 ○ 天然或人造冰 3003

30 300076 ice for refreshment ○ 飲食物冷却用氷 29D01 ○ 飲料用冰 3003

30 300077 glucose for culinary purposes ○ 料理用グルコース 31A03 ○ 烹飪用葡萄糖 3005

30 300078 gluten prepared as foodstuff ○ 加工済み食用グルテン 33A02 ○ 食品用預製麩質 3012

30 300080 groats for human food ○ 食用ひき割り小麦 33A03 ○ 人食用去殼穀物 3012

30 300081 vinegar ○ 食酢 31A02 ○ 醋 3004

30 300082 ketchup [sauce] ○ ケチャップソース 31A02 ○ 番茄醬 3004

30 300083 cocoa beverages with milk ○ ミルク入りココア飲料 29B01 ○ 加奶可可飲料 3002



30 300084 coffee beverages with milk ○ ミルク入りコーヒー飲料 29B01 ○ 加奶咖啡飲料 3002

30 300085 chocolate beverages with milk ○ ミルク入りチョコレート飲料 29B01 ○ 加奶巧克力飲料 3002

30 300086 leaven ○ パン種 32F08 ○ 酵母 3017

30 300087 yeast* ○ 酵母 32F08 ○ 酵母* 3017

30 300088 sausage binding materials ○ ソーセージ用結着剤 01A01 ○ 香腸黏結料 3019

30 300089 macarons ○ マカロン 30A01 ○ 馬卡龍 3006

30 300090 macaroni ○ マカロニ 32F03 ○ 通心麵 3016

30 300091 corn, milled ○ とうもろこし粉 33A03 ○ 碾碎玉米 3012

30 300091 maize, milled ○ とうもろこし粉 33A03 ○ 碾碎玉米 3012

30 300092 corn, roasted ○ 炒ったとうもろこし 32F03 ○ 烘烤過的玉米 3006、3012

30 300092 maize, roasted ○ 炒ったとうもろこし 32F03 ○ 烘烤過的玉米 3006、3012

30 300093 bread* ○ パン 30A01 ○ 麵包* 3006

30 300094 maltose ○ 麦芽糖 31A03 ○ 麥芽糖 3005

30 300095 molasses for food ○ 食用糖みつ 31A03 ○ 食用糖蜜 3005

30 300096 golden syrup ○ ゴールデンシロップ 31A03 ○ 糖漿 3005

30 300097 mint for confectionery ○ 菓子用ミント 04D01 ○ 製糖果用薄荷 3004

30 300098 honey ○ はちみつ 31A03 ○ 蜂蜜 3005

30 300100 husked barley ○ 脱穀済みの大麦 33A01 ○ 去殼大麥 3012

30 300101 mustard ○ マスタード 31B01 ○ 芥末 3004

30 300102 nutmegs [spice] ○ ナツメグ（香辛料） 31B01 ○ 肉豆蔻（香料） 3004

30 300103 noodles ○ めん類 32F03 ○ 麵條 3016

30 300104 pies ○ パイ 30A01 ○ 派餅 3006

30 300105 crushed barley ○ 粗びきの大麦 33A03 ○ 碾碎大麥 3012

30 300106 sandwiches ○ サンドイッチ 30A01 ○ 三明治 3006

30 300107 lozenges [confectionery] ○ トローチ（菓子） 30A01 ○ 糖果錠 3006

30 300107 pastilles [confectionery] ○ トローチ（菓子） 30A01 ○ 糖果錠 3006

30 300108 pastries ○ ペストリー 30A01 ○ 糕點 3006

30 300109 petit-beurre biscuits ○ プチブールビスケット 30A01 ○ 奶油餅乾 3006

30 300110 bread rolls ○ ロールパン 30A01 ○ 小圓麵包 3006

30 300111 peppers [seasonings] ○ こしょう（香辛料） 31B01 ○ 胡椒粉 3004

30 300112 pizzas ○ ピザ 30A01 ○ 披薩 3006

30 300113 pepper ○ こしょう 31B01 ○ 胡椒粉 3004

30 300114 potato flour* ○ じゃがいも粉 33A03 ○ 馬鈴薯粉* 3012

30 300115 puddings ○ プディング 30A01 ○ 布丁 3008

30 300116 pralines ○ プラリーヌ 30A01 ○ 胡桃糖 3006

30 300117 ravioli ○ ラビオリ 32F06 ○ 義式水餃 3016

30 300118 liquorice [confectionery] ○ 甘草入りあめ 30A01 ○ 甘草糖 3006

30 300119 rice ○ 米 33A01 ○ 米 3012

30 300120 saffron [seasoning] ○ サフラン（香辛料） 31B01 ○ 番紅花調味料 3004

30 300121 sago ○ サゴ 33A03 ○ 西谷米 3012

30 300122 sauces [condiments] ○ ソース（調味料） 31A02 ○ 調味醬 3004

30 300123 celery salt ○ セロリーソルト 31A04 ○ 芹子鹽 3004

30 300124 semolina ○ セモリナ粉 33A03 ○ 粗麥粉 3012

30 300125 sherbets [ices] ○ シャーベット 30A01 ○ 水果雪泥冰 3003

30 300125 sorbets [ices] ○ シャーベット 30A01 ○ 水果雪泥冰 3003

30 300126 spaghetti ○ スパゲッティのめん 32F03 ○ 義大利麵條 3016

30 300127 tapioca ○ タピオカ 33A03 ○ 樹薯粉 3012

30 300128 tapioca flour* ○ タピオカ粉 33A03 ○ 樹薯粉* 3012

30 300129 tarts ○ タルト 30A01 ○ 水果塔 3006

30 300130 vanilla flavorings for culinary purposes ○ 料理用バニラ香味料 04D01 ○ 烹飪用香草調味香料 3004

30 300130 vanilla flavourings for culinary purposes ○ 料理用バニラ香味料 04D01 ○ 烹飪用香草調味香料 3004

30 300131 vanillin [vanilla substitute] ○
バニリン（精油以外の食品用香味
料）

04D01 ○ 香蘭素（香草代用品） 3004

30 300132 vermicelli ○ バーミセリ 32F03 ○ 義大利麵條 3016

30 300133 meat pies ○ ミートパイ 30A01 ○ 肉派餅 3006

30 300134 pates en croute ○
パテオンクルート（肉・魚・野菜の
パテのパイ皮包み焼き）

30A01 ○ 法式餡餅 3009

30 300135 meat tenderizers for culinary purposes ○ 料理用食肉軟化剤 01A01 ○ 烹飪用嫩肉劑 3019

30 300136 edible ices ○ 氷菓 30A01 ○ 食用冰 3003

30 300137 powders for making ice cream ○ アイスクリーム製造用パウダー 31D01 ○ 冰淇淋粉 3003

30 300138 almond confectionery ○
アーモンド入りコンフェクショナ
リー

30A01 ○ 杏仁糖 3006

30 300139 peanut confectionery ○
ピーナッツ入りコンフェクショナ
リー

30A01 ○ 花生糖 3006

30 300140 food flavorings, other than essential oils ○
食品用香味料（精油のみから成るも
のを除く。）

04D01 ○ 非香精油食品調味香料 3004

30 300140 food flavourings, other than essential oils ○
食品用香味料（精油のみから成るも
のを除く。）

04D01 ○ 非香精油食品調味香料 3004

30 300141
flavorings, other than essential oils, for

beverages
○

飲料用香味料（精油のみから成るも
のを除く。）

04D01 ○ 飲料用非香精油調味料 3004

30 300141
flavourings, other than essential oils, for

beverages
○

飲料用香味料（精油のみから成るも
のを除く。）

04D01 ○ 飲料用非香精油調味料 3004

30 300142 crushed oats ○ 粗びきえん麦 33A03 ○ 碾碎燕麥 3012

30 300143 husked oats ○ 脱穀済みのえん麦 33A01 ○ 去殼燕麥 3012

30 300144 oat-based food ○ オーツ麦を主原料とした食品 30A01,32F03 ○ 燕麥食品 3012

30 300145 oat flakes ○ オートフレーク 32F03 ○ 燕麥片 3012

30 300146 oatmeal ○ オートミール 32F03 ○ 燕麥粥 3015

30 300147 stick liquorice [confectionery] ○ 棒状甘草（菓子） 30A01 ○ 甘草莖糖果 3006

30 300148 beer vinegar ○ 麦芽酢 31A02 ○ 啤酒醋 3004

30 300149 coffee-based beverages ○ コーヒー飲料 29B01 ○ 咖啡飲料 3002

30 300150 cocoa-based beverages ○ ココア飲料 29B01 ○ 可可飲料 3002

30 300151 chocolate-based beverages ○ チョコレート飲料 29B01 ○ 巧克力飲料 3002

30 300152 coffee substitutes ○ 代用コーヒー 29B01 ○ 咖啡代用品 3002

30 300153 crystallized rock sugar* ○ 結晶化した氷砂糖（菓子） 30A01 ○ 冰糖* 3005

30 300161 chips [cereal products] ○ チップス（穀物製品） 30A01,32F03 ○ 薄片（榖類製品） 3012

30 300162 chow-chow [condiment] ○ チャウチャウ（調味料） 31A02 ○ 醬菜 3004

30 300163 couscous X ［クスクス］ ― ○ 粗麥粉 3012

30 300164 malt extract for food ○ 食用麦芽エキス 32F08,32F13 ○ 食用麥芽精 3012

30 300165 malt for human consumption ○ 食用麦芽 32F08,32F13 ○ 食用麥芽 3012

30 300166 bee glue* ○ 食用プロポリス 32F15 ○ 蜂膠* 3005

30 300166 propolis* ○ 食用プロポリス 32F15 ○ 蜂膠* 3005

30 300167 relish [condiment] ○ レリッシュ（調味料） 31A02,32F04 ○ 佐料 3004

30 300168 royal jelly* ○ 食用ローヤルゼリー 32F15 ○ 蜂王漿* 3005

30 300169 seawater for cooking ○ 海水（調理用のもの） 31A04 ○ 烹調用海水 3004

30 300170 sushi ○ すし 32F06 ○ 壽司 3015

30 300171 tomato sauce ○ トマトソース 31A02 ○ 番茄醬 3004

30 300172 mayonnaise ○ マヨネーズソース 31A02 ○ 蛋黃醬 3004

30 300174 crackers ○ クラッカー 30A01 ○ 脆餅 3006

30 300175 custard ○ カスタード（菓子） 30A01 ○ 卡士達糕點 3006

30 300176 fruit jellies [confectionery] ○ フルーツゼリー菓子 30A01 ○ 水果軟糖 3006

30 300177 muesli X ［ミューズリー］ ― ○ 即食穀製乾點 3006

30 300178 rice cakes ○ 米菓子及びもち 30A01,32F03 ○ 米製糕餅 3006

30 300179 soya sauce ○ しょうゆ 31A02 ○ 醬油 3004

30 300181 frozen yoghurt [confectionery ices] ○ フローズンヨーグルト 30A01 ○ 優酪冰淇淋（甜點冰品） 3003

30 300181 frozen yogurt [confectionery ices] ○ フローズンヨーグルト 30A01 ○ 優酪冰淇淋（甜點冰品） 3003

30 300182 chutneys [condiments] ○ チャツネ 31A02 ○ 酸辣醬 3004

30 300183 spring rolls ○ 春巻き 32F06 ○ 春捲 3009

30 300184 tacos ○ タコス 30A01 ○ 墨西哥捲餅 3009

30 300185 tortillas ○ トルティーヤ 30A01 ○ 墨西哥玉米烙餅 3009

30 300186 iced tea ○ アイスティー 29A01 ○ 冰茶 3001

30 300187 tea-based beverages ○ 茶飲料 29A01 ○ 茶葉飲料 3001

30 300188 dressings for salad ○ サラダ用ドレッシング 31A02 ○ 沙拉用調味汁 3004

30 300189 breadcrumbs ○ パン粉 32F03 ○ 麵包粉 3012

30 300190 tabbouleh ○ タブーレ 32F04 ○ 中東菜香芹薄荷沙拉 3009

30 300191 halvah ○ ハルバ（菓子） 30A01 ○ 土耳其甜食芝麻蜂蜜糖 3006

30 300192 quiches ○ キッシュ 30A01 ○ 法式鹹派 3006

30 300193 meat gravies ○ グレービーソース 31A02 ○ 調味用肉汁 3004

30 300194 miso ○ みそ 31A01 ○ 味噌 3004

30 300195 cereal-based snack food ○ 穀物を主原料とするスナック食品 30A01,32F06 ○ 穀製零食 3006

30 300196 rice-based snack food ○ 米を主原料とするスナック食品 30A01,32F06 ○ 米製零食 3006

30 300197 hominy ○ ひき割りとうもろこし 33A03 ○ 乾玉米粒 3012



30 300198 hominy grits ○ とうもろこし粉 33A03 ○ 玉米粗粉 3012

30 300199 baking powder ○ ベーキングパウダー 32F08 ○ 泡打粉 3017

30 300200
baking soda [bicarbonate of soda for cooking

purposes]
○ 料理用重曹 01A01 ○ 烹飪用小蘇打 3017

30 300200
bicarbonate of soda for cooking purposes [baking

soda]
○ 料理用重曹 01A01 ○ 烹飪用小蘇打 3017

30 300201 garden herbs, preserved [seasonings] ○ 保存加工したハーブ 31B01,32F04 ○ 經保存處理的香草 3004

30 300202 noodle-based prepared meals ○ 調理済み麺類 32F06 ○ 麵速食調理餐 3015

30 300203 cake frosting [icing] ○ ケーキ用砂糖衣 30A01 ○ 糕點用糖霜 3006

30 300204 chocolate mousses ○ チョコレートムース 30A01 ○ 巧克力慕斯 3006

30 300205 confectionery in the form of mousses ○ ムース状のコンフェクショナリー 30A01 ○ 慕斯甜點 3006

30 300206 fruit coulis [sauces] ○ フルーツクーリ 31A02,32F04 ○ 水果淋醬 3004

30 300207 marinades ○ マリネ用調味液 31A02 ○ 醃泡汁 3004

30 300208 cheeseburgers [sandwiches] ○ チーズバーガー 30A01 ○ 夾有乳酪的漢堡 3006

30 300209 pesto ○ ペスト（ソース） 31A02 ○ 青醬 3004

30 300210 ham glaze ○ ハムグレーズソース 31A02 ○ 淋於火腿上之糖汁 3004

30 300212 flaxseed for culinary purposes [seasoning] ○ 料理用亜麻仁（調味料） 31A04 ○ 人食用亞麻籽調味料 3004

30 300212 linseed for culinary purposes [seasoning] ○ 料理用亜麻仁（調味料） 31A04 ○ 人食用亞麻籽調味料 3004

30 300213 wheat germ for human consumption ○ 食用小麦胚芽 33A01 ○ 人食用小麥胚芽 3012

30 300214 high-protein cereal bars ○ 高タンパク質シリアルバー 32F03 ○ 高蛋白穀物棒 3006

30 300215 cream of tartar for culinary purposes ○ 料理用酒石英 01A01 ○ 烹飪用塔塔粉 3017

30 300216 gluten additives for culinary purposes ○ 料理用グルテン添加物 33A02 ○ 烹飪用麩質添加物 3012

30 300217 pasta sauce ○ パスタソース 32F10 ○ 義大利麵調味醬 3004

30 300218 cereal bars ○ シリアルバー 32F03 ○ 穀物棒 3006

30 300219 palm sugar ○ パーム糖 31A03 ○ 棕櫚糖 3005

30 300220 dough ○ パン生地 32F03 ○ 生麵糰 3016

30 300221 flowers or leaves for use as tea substitutes ○ 代用茶として使用される花又は葉 29A01 ○ 作為茶代用品之花或葉 3001

30 300222 pastry dough ○ ペストリー生地 32F03 ○ 糕點麵糰 3006

30 300224 pelmeni ○ ペリメニ（肉入りダンプリング） 32F06 ○ 俄式餃子 3016

30 300225 chocolate decorations for cakes ○ ケーキ装飾用チョコレート 30A01 ○ 裝飾蛋糕用巧克力 3006

30 300226 candy decorations for cakes ○ ケーキ装飾用キャンディ 30A01 ○ 裝飾蛋糕用糖果 3006

30 300227 chocolate-coated nuts ○ チョコレートで覆われたナッツ菓子 30A01 ○ 堅果巧克力 3006

30 300228 rice pudding ○ ライスプディング 30A01 ○ 米布丁 3008

30 300229 nut flours ○ 食用ナッツ粉 33A03 ○ 堅果粉 3012

30 300230 minced garlic [condiment] ○ 刻んだにんにく（香辛料） 31B01 ○ 調味用蒜末 3004

30 300231 baozi ○ パオズ 30A01,32F06 ○ 包子 3009

30 300232 rice pulp for culinary purposes ○
料理用ライスパルプ（粘体状の米エ
キス）

32F03 ○ 烹飪用粥 3015

30 300233 jiaozi ○ チャオズ（ぎょうざ） 32F06 ○ 餃子 3016

30 300234 ramen ○ 調理済みラーメン 32F06 ○ 拉麵 3016

30 300235 savory pancakes ○ お好み焼 32F06 ○ 煎餅燒 3009

30 300235 savoury pancakes ○ お好み焼 32F06 ○ 煎餅燒 3009

30 300236 savory pancake mixes ○ お好み焼粉 33A03 ○ 煎餅燒麵糊 3012

30 300236 savoury pancake mixes ○ お好み焼粉 33A03 ○ 煎餅燒麵糊 3012

30 300237 burritos ○ ブリート 30A01 ○ 潤捲餅 3009

30 300238 prepared rice rolled in seaweed ○ 海苔巻き 32F06 ○ 紫菜飯卷 3015

30 300239 edible paper ○ 可食シート 32X99 ○ 可食用紙 3014

30 300240 edible rice paper ○ 食用ライスペーパー 32F03 ○ 可食用米製紙 3014

30 300241 chocolate-based spreads ○
チョコレートを主原料としたスプ
レッド

32F04 ○ 巧克力抹醬 3002

30 300242 chocolate spreads containing nuts ○
ナッツ入りのチョコレートスプレッ
ド

32F04 ○ 堅果巧克力抹醬 3002

30 300243 flour-based dumplings ○ 穀物を主原料としたダンプリング 30A01,32F06 ○ 麵粉製糰子 3016

30 300244 agave syrup [natural sweetener] ○ 竜舌蘭シロップ（天然甘味料） 31A03 ○ 龍舌蘭糖漿 3005

30 300245 mirror icing [mirror glaze] ○ 光沢のある砂糖衣 30A01 ○ 鏡面蛋糕 3006

30 300246
freeze-dried dishes with the main ingredient

being rice
○ 米を主材とする凍結乾燥した惣菜 32F03,32F06 ○ 冷凍飯速食調理包 3015

30 300246
lyophilised dishes with the main ingredient

being rice
○ 米を主材とする凍結乾燥した惣菜 32F03,32F06 ○ 冷凍飯速食調理包 3015

30 300246
lyophilized dishes with the main ingredient

being rice
○ 米を主材とする凍結乾燥した惣菜 32F03,32F06 ○ 冷凍飯速食調理包 3015

30 300247
freeze-dried dishes with the main ingredient

being pasta
○

パスタを主材とする凍結乾燥した惣
菜

32F03,32F06 ○ 冷凍麵速食調理包 3015

30 300247
lyophilised dishes with the main ingredient

being pasta
○

パスタを主材とする凍結乾燥した惣
菜

32F03,32F06 ○ 冷凍麵速食調理包 3015

30 300247
lyophilized dishes with the main ingredient

being pasta
○

パスタを主材とする凍結乾燥した惣
菜

32F03,32F06 ○ 冷凍麵速食調理包 3015

30 300248 chamomile-based beverages ○ カモミールを主原料とする茶飲料 29A01 ○ 洋甘菊茶飲料 3001

30 300249 dulce de leche ○ ドゥルセ・デ・レチェ（菓子） 30A01 ○ 牛奶焦糖漿 3005

30 300250 bibimbap [rice mixed with vegetables and beef] ○
ビビンバ（野菜と牛肉を混ぜたご
飯）

32F06 ○ 韓式拌飯 3015

30 300251 onigiri ○ おにぎり 32F06 ○ 飯糰 3015

30 300252 instant rice ○ 即席米飯 32F03,32F06 ○ 速食飯 3015

30 300253 hot dog sandwiches ○ ホットドッグ 30A01 ○ 熱狗三明治 3006

30 300254 ice cubes ○ 角氷 29D01 ○ 冰塊 3003

30 300255 processed seeds for use as a seasoning ○
調味料及び香辛料として使用される
加工済み種子

31A04,31B01 ○ 已加工種子調味料 3004

30 300256 sesame seeds [seasonings] ○ ごま（調味料） 31A04 ○ 芝麻調味料 3004

30 300257 piccalilli ○ ピカリリー 31A02,32F04 ○ 辣醃菜調味醬 3004

30 300258 quinoa, processed ○ 加工済みキノア 32F03 ○ 加工過的藜麥 3012

30 300259 bulgur ○ ブルグア（ひき割り小麦） 33A03 ○ 碾碎乾小麥 3012

30 300260 buckwheat, processed ○ そばの加工品 32F03 ○ 加工過的蕎麥 3012

30 300261 buckwheat flour ○ そば粉 33A03 ○ 蕎麥粉 3012

30 300262 cranberry sauce [condiment] ○ クランベリーソース（調味料） 31A02 ○ 蔓越莓調味醬 3004

30 300263 apple sauce [condiment] ○ リンゴソース（調味料） 31A02 ○ 蘋果調味醬 3004

30 300264 croutons ○ クルトン 32F03 ○ 麵包丁 3006

30 300265 potato-based flatbreads ○
じゃがいもを主原料とする平焼きパ
ン

30A01 ○ 馬鈴薯製薄餅 3006

30 300267 fruit confectionery ○ 果実入り砂糖菓子 30A01 ○ 水果糖 3006

30 300268 rice crackers ○ せんべい 30A01 ○ 米餅 3006

30 300269 kimchi pancakes ○ キムチジョン 32F06 ○ 泡菜煎餅 3009

30 300270 shaved ice with sweetened red beans ○ 小豆入りのかき氷 30A01 ○ 紅豆刨冰 3003

30 300271 mints for breath freshening ○ 息をさわやかにするミント（菓子） 30A01 ○ 薄荷糖 3006

30 300272 chewing gum for breath freshening ○
息をさわやかにするチューインガム
（菓子）

30A01 ○ 口氣清新口香糖 3006

30 300273 udon noodles ○ うどんの麺 32F03 ○ 烏龍麵 3016

30 300274 soba noodles ○ そばの麺 32F03 ○ 蕎麥麵 3016

30 300275 gluten-free bread ○ グルテンを含まないパン 30A01 ○ 無麩質麵包 3006

30 300276 tamarind [condiment] ○ タマリンド（香辛料） 31B01 ○ 羅望子調味品 3004

30 300277 laksa ○ ラクサ（調理済み米麺） 32F06 ○ 叻沙調味品 3004

30 300278 profiteroles ○
プロフィトロール（小球形のシュー
クリーム）

30A01 ○ 泡芙 3006

30 300279 croissants ○ クロワッサン 30A01 ○ 可頌麵包 3006

30 300280 chocolatines ○
ショコラティーヌ（チョコレートを
巻いて焼いたパン）

30A01 ○ 巧克力可頌麵包 3006

30 300280 pains au chocolat ○
パン・オ・ショコラ（チョコレート
を巻いて焼いたパン）

30A01 ○ 法式巧克力麵包 3006

30 300281 kelp tea ○ 昆布茶 29A01 ○ 昆布茶 3001

30 300282 creme brulee ○ クレームブリュレ 30A01 ○ 烤布蕾 3006

30 300283 batter mixes ○ バッターミックス 33A03 ○ 麵糊混料 3012

30 300284 edible paper wafers ○ 食用ウエハース 30A01 ○ 食用糯米紙 3014

30 300285 coconut macaroons ○ ココナッツマカロン 30A01 ○ 椰子馬卡龍 3006

30 300286 coffee capsules, filled ○ カプセル入りのコーヒー 29B01 ○ 膠囊咖啡 3002

30 300287 orange blossom water for culinary purposes ○

料理用オレンジブロッサムウォー
ター（オレンジの花を蒸留した食品
香料）

04D01 ○ 烹飪用橙花水 3004

30 300288 ice pops ○ 棒付きアイスキャンデー 30A01 ○ 冰棒 3003

30 300289 nougat ○ ヌガー 30A01 ○ 牛軋糖 3006



30 300290 harissa [condiment] ○ ハリッサ（調味料） 31A02 ○ 哈里薩辣醬 3004

30 300291 ginger paste [seasoning] ○ しょうがペースト（香辛料） 31B01 ○ 薑蓉醬 3004

30 300292 tea beverages with milk ○ ミルク入りの茶飲料 29A01 ○ 奶茶 3001

30 300293 chocolate-covered potato chips ○
チョコレート掛けしたポテトチップ
ス菓子

30A01 ○ 裹巧克力馬鈴薯薄餅 3006

30 300294 herbal teas* ○ ハーブティー 29A01 ○ 草本飲料* 3001

30 300295 tea substitutes ○ 代用茶 29A01 ○ 茶代用品 3001

30 300296 liqueur chocolates ○ リキュール入りチョコレート 30A01 ○ 酒心巧克力 3006

30 300297 cocoa substitutes ○ 代用ココア 29B01 ○ 可可代用品 3002

30 300298 yeast for brewing beer ○ ビール醸造用酵母 32F08 ○ 釀造啤酒用酵母 3017

30 300299 kombucha ○ コンブチャ（紅茶キノコ） 29A01 ○ 康普茶 3001

30 300300 Danish pastries ○ デニッシュペストリー 30A01 ○ 丹麥糕點 3006

30 300301 gnocchi ○ ニョッキ 32F03,32F06 ○ 義式麵疙瘩 3016

30 300302
flavoured jelly crystals for making jelly

confectionery
○

ゼリー菓子を作るための風味付けさ
れたゼリーのもと

32F09 ○ 製軟糖用已調味膠凍結晶體 3006

30 300302
flavored jelly crystals for making jelly

confectionery
○

ゼリー菓子を作るための風味付けさ
れたゼリーのもと

32F09 ○ 製軟糖用已調味膠凍結晶體 3006

30 300303 crystallized lemon juice [seasoning] ○ 結晶化したレモン果汁（調味料） 31A02 ○ 結晶檸檬汁調味料 3004

30 300304 processed squash seeds [seasonings] ○ 加工したかぼちゃの種（調味料） 31A04,31B01 ○ 加工過的南瓜籽調味料 3004

30 300305 processed hemp seeds [seasonings] ○ 加工した麻の種（調味料） 31A04,31B01 ○ 加工過的大麻籽調味料 3004

30 300306 spelt, processed ○ スペルト小麦（加工済みのもの） 32F03 ○ 加工過的斯佩爾特小麥 3012

30 300307 noodle-based prepared meals for toddlers ○ 幼児用の調理済み麺類 32F06 ○ 幼兒用麵速食調理餐 3015

30 300308 small spelt, processed ○
小さなスペルト小麦（加工済みのも
の）

32F03 ○ 加工過的小斯佩爾特小麥 3012

30 300309 milk puddings ○ ミルクプディング 30A01 ○ 牛奶布丁 3008

30 300310 cocoa nibs ○ カカオニブ 32F04 ○ 可可粒 3002

30 300311 doenjang [condiment] ○ テンジャン（調味料） 31A01 ○ 韓式大醬（調味品） 3004

30 300312 gochujang ○ コチュジャン 31A01 ○ 韓式辣椒醬 3004

30 300313 kimbap ○ キムパプ 32F06 ○ 韓式紫菜飯卷 3015

30 300314 edible honeycombs ○ 食用のみつばちの巣 31A03 ○ 食用蜂巢 3005

30 300315 artificial sweeteners for culinary purposes ○ 料理用人工甘味料 31A03 ○ 烹飪用人工增甜劑 3005

30 300316 saccharin for culinary purposes ○ 料理用サッカリン 31A03 ○ 烹飪用糖精 3005

30 300317 aspartame for culinary purposes ○ 料理用アスパルテーム 31A03 ○ 烹飪用阿斯巴甜 3005

30 300318 edible beeswax ○ 食用みつろう 31A03 ○ 食用蜂蠟 3005

30 300319 sugar substitutes for culinary purposes ○ 料理用の代用砂糖 31A03 ○ 烹飪用糖代用品 3005

30 300320 roasted coffee beans ○ 焙煎したコーヒー豆 29B01 ○ 已烘焙咖啡豆 3002

30 300321 filled biscuits ○ 詰め物をしたビスケット 30A01 ○ 夾心酥 3006

30 300321 filled cookies ○ 詰め物をしたクッキー 30A01 ○ 夾心餅乾 3006

31 310002 citrus fruit, fresh ○ 柑橘類 32E01 ○ 新鮮柑橘類水果 3101

31 310003
algae, unprocessed, for human or animal

consumption
○ 未加工の食用又は飼料用の藻類 32C02,33B01 ○ 未加工人或動物食用海藻 3101、3105

31 310003
seaweed, unprocessed, for human or animal

consumption
○ 未加工の食用又は飼料用の海藻 32C02,33B01 ○ 未加工人或動物食用海藻 3101、3105

31 310004 nuts, unprocessed ○ 未加工のナッツ 32E01 ○ 未加工堅果 3101

31 310005 menagerie animals ○ 見世物用動物 33D02 ○ 觀賞用動物 3102

31 310006 live animals ○ 動物（生きているものに限る。） 33D02 ○ 活動物 3102

31 310007 animal foodstuffs ○ 飼料 33B01 ○ 動物食品 3105

31 310008 trees ○ 木 33D01 ○ 樹木 3106

31 310009 Christmas trees* ○ クリスマスツリー用の木 24A01,33D01 ○ 聖誕樹* 3106

31 310010 trunks of trees ○ 樹幹 07C01 ○ 樹幹 3108

31 310011 bushes ○ 潅木 33D01 ○ 灌木 3106

31 310011 shrubs ○ 潅木 33D01 ○ 灌木 3106

31 310012 oats ○ えん麦 33A01 ○ 燕麥 3111

31 310013 berries, fresh ○ ベリー類 32E01 ○ 新鮮莓果 3101

31 310014 salt for cattle ○ 家畜用塩 33B01 ○ 家畜用鹽 3105

31 310015 beet, fresh ○ ビート 32D02 ○ 新鮮甜菜 3101

31 310016 bran ○ ぬか類 33B01 ○ 糠 3105

31 310017 unsawn timber ○ 製材前の木材 07C01 ○ 未鋸木材 3108

31 310018 wood chips for the manufacture of wood pulp ○ パルプ製造用木材チップ 34D01 ○ 製木漿用木屑 3108

31 310019 undressed timber ○ 未加工の木材 07C01 ○ 未修整木材 3108

31 310020 cocoa beans, raw ○ 未加工のカカオ豆 32D04 ○ 未加工可可豆 3111

31 310021 sugarcane ○ さとうきび 32D02 ○ 甘蔗 3101

31 310022 locust beans, raw ○ 未加工のローカストビーン 32D01 ○ 未加工洋槐豆 3101

31 310023 cereal seeds, unprocessed ○ 未処理の穀物種子 33C01 ○ 未加工穀種 3106

31 310024 mushrooms, fresh ○ 生のきのこ 32D01 ○ 新鮮蘑菇 3101

31 310025 mushroom spawn for propagation ○ きのこの菌糸 33C01 ○ 菇類菌種 3106

31 310026 cattle cake ○ 家畜用搾りかす（家畜用濃厚飼料） 33B01 ○ 家畜用油渣餅 3105

31 310026 oil cake ○ 油かす 33B01 ○ 油渣餅 3105

31 310027 chestnuts, fresh ○ 生栗 32E01 ○ 新鮮栗子 3101

31 310028 lime for animal forage ○ 飼料用石灰 33B01 ○ 動物飼料用石灰 3105

31 310029 chicory roots ○ チコリーの根 32D01 ○ 菊苣根 3101

31 310030 chicory, fresh ○ チコリー 32D01 ○ 新鮮菊苣 3101

31 310031 dog biscuits ○ 犬用ビスケット 33B01 ○ 狗餅乾 3105

31 310032 lemons, fresh ○ レモン 32E01 ○ 新鮮檸檬 3101

31 310033 coconut shell ○ ココナッツの殻 34E02 ○ 椰子殼 3106

31 310034 coconuts ○ ココナッツ 32E01 ○ 椰子 3101

31 310035 bird food ○ 鳥用餌 33B01 ○ 鳥食 3105

31 310036 rape cake for cattle ○ 家畜用菜種搾りかす 33B01 ○ 家畜用油菜籽渣餅 3105

31 310037 cucumbers, fresh ○ きゅうり 32D01 ○ 新鮮黃瓜 3101

31 310038 hop cones ○ ホップの実 31A06 ○ 蛇麻子果實 3106

31 310039 bran mash for animal consumption ○ 飼料用マッシュ状ぬか類 33B01 ○ 動物食用糠類混合飼料 3105

31 310040 copra ○ コプラ 32F04 ○ 椰仁 3101

31 310041 shellfish, live ○
甲殻類及び貝類（生きているものに
限る。）

32C01 ○ 活貝殼類動物 3102

31 310042 vegetables, fresh ○ 野菜 32D01,32D03 ○ 新鮮蔬菜 3101

31 310043 squashes, fresh ○ かぼちゃ 32D01 ○ 新鮮南瓜 3101

31 310044 wreaths of natural flowers ○ 生花の花輪・リース 20F01,33D01 ○ 天然花製的花圈 3106

31 310045 eggs for hatching, fertilised ○ ふ化用受精卵 33D04 ○ 已受精種蛋 3104

31 310045 eggs for hatching, fertilized ○ ふ化用受精卵 33D04 ○ 已受精種蛋 3104

31 310046 straw mulch ○ 根覆い用わら 34E03 ○ 覆蓋植物根部用稻草 3106

31 310048 distillery waste for animal consumption ○ 飼料用蒸留かす 33B01 ○ 動物食用蒸餾釀酒殘渣 3105

31 310049 draff ○ 酒の搾りかす 33B01 ○ 糟粕 3105

31 310050 bred stock ○ 肥育した家畜 33D02 ○ 飼養的家畜 3102

31 310052 animal fattening preparations ○ 動物肥育用配合飼料 33B01 ○ 動物用肥育劑 3105

31 310052 livestock fattening preparations ○ 家畜肥育用配合飼料 33B01 ○ 家畜用肥育劑 3105

31 310053 rice meal for forage ○ 飼料用ひき割り米 33B01 ○ 飼料用米製粉 3105

31 310054 beans, fresh ○ 生鮮の豆類 32D01 ○ 新鮮豆類 3101

31 310055 flowers, natural ○ 自然の花 33D01 ○ 天然花 3106

31 310056 flowers, dried, for decoration ○ 装飾用ドライフラワー 33D01 ○ 裝飾用乾燥花 3106

31 310057 pollen [raw material] ○ 花粉（原料） 33D01 ○ 花粉（原料） 3106

31 310058 hay ○ 干し草 33B01 ○ 飼料用乾草 3105

31 310059 strengthening animal forage ○ 配合飼料 33B01 ○ 動物飼料 3105

31 310060 cattle food ○ 家畜用飼料 33B01 ○ 家畜飼料 3105

31 310060 fodder ○ 飼料 33B01 ○ 飼料 3105

31 310060 forage ○ 飼料 33B01 ○ 飼料 3105

31 310061 wheat ○ 小麦 33A01 ○ 小麥 3111

31 310062 fruit, fresh ○ 果実 32E01 ○ 新鮮水果 3101

31 310063 sod ○ 移植用芝 33D01 ○ 天然草皮 3106

31 310063 turf, natural ○ 芝 33D01 ○ 天然草皮 3106

31 310064 juniper berries ○ ネズの実 32E01 ○ 杜松類莓果 3101

31 310065 seed germ for botanical purposes ○ 植物育成用の（種子）胚 33C01 ○ 植物種苗 3106

31 310066 grains [cereals] ○ 穀物 33A01 ○ 未加工穀物 3111

31 310067 grains for animal consumption ○ 飼料用穀物 33B01 ○ 動物食用穀物 3105

31 310068 plant seeds ○ 種まき用の種子 33C01 ○ 植物種子 3106

31 310068 seeds for planting ○ 種まき用の種子 33C01 ○ 栽植用種子 3106

31 310069 groats for poultry ○ 家きんの飼料用ひき割り小麦 33B01 ○ 家禽用去殼穀粒 3105

31 310070 garden herbs, fresh ○ 生鮮のハーブ 32D01 ○ 新鮮香草 3101

31 310071 plants ○ 植物 33D01 ○ 植物 3106

31 310072 seedlings ○ 苗 33D01 ○ 籽生植物 3106

31 310073 hops ○ ホップ 31A06 ○ 蛇麻子 3106



31 310074 cola nuts ○ コーラナッツ 32E01 ○ 可樂果 3101

31 310074 kola nuts ○ コーラナッツ 32E01 ○ 可樂果 3101

31 310075 lettuce, fresh ○ レタス 32D01 ○ 新鮮萵苣 3101

31 310076 lentils, fresh ○ 生のレンズ豆 32D01 ○ 新鮮扁豆 3101

31 310077 yeast for animal consumption ○ 飼料用酵母 33B01 ○ 動物食用酵母 3105

31 310078 rough cork ○ 未加工のコルク 34E02 ○ 粗製的軟木 3108

31 310079 flax meal [fodder] ○ ひき割り亜麻（飼料） 33B01 ○ 飼料用亞麻粉 3105

31 310080 litter for animals ○ 動物用寝わら 19B33 ○ 供動物睡臥用墊草 3109

31 310081 litter peat ○ 動物用・園芸用敷きわらピートモス 19B33,34E03 ○ 供動物便溺或睡臥用泥炭 3109

31 310082 maize ○ とうもろこし 32D01,33A01 ○ 玉米 3101

31 310083 maize cake for cattle ○ 家畜用とうもろこし搾りかす 33B01 ○ 家畜用玉米餅 3105

31 310084 malt for brewing and distilling ○ 醸造用及び蒸留用麦芽 32F13 ○ 釀酒麥芽 3106

31 310086 fruit residue [marc] ○ 飼料用果実絞りかす 33B01 ○ 果渣 3105

31 310086 marc ○ ぶどうの搾りかす 33B01 ○ 果渣 3105

31 310087 hazelnuts, fresh ○ ヘーゼルナッツ 32E01 ○ 新鮮榛子 3101

31 310088 meal for animals ○ 飼料用あらびき粉 33B01 ○ 動物食用玉米粉 3105

31 310089 fish spawn ○ 魚卵 33D04 ○ 魚苗 3102

31 310090 silkworm eggs ○ 蚕種 33D03 ○ 蠶種 3107

31 310091 bulbs ○ 球根 33C01 ○ 球莖 3106

31 310091 flower bulbs ○ 花の球根 33C01 ○ 花球莖 3106

31 310092 onions, fresh ○ たまねぎ 32D01 ○ 新鮮洋蔥 3101

31 310093 olives, fresh ○ 生のオリーブ 32E01 ○ 鮮橄欖 3101

31 310094 oranges, fresh ○ オレンジ 32E01 ○ 新鮮柑橘 3101

31 310095 barley* ○ 大麦 33A01 ○ 大麥* 3111

31 310096 nettles ○ いらくさ 33D01 ○ 蕁麻 3106

31 310097 cuttle bone for birds ○ 鳥の餌用いかの甲 33B01 ○ 鳥用墨魚骨 3105

31 310098 straw litter ○ 敷わら 19B33,34E03 ○ 供動物便溺或睡臥用稻草 3109

31 310099 straw [forage] ○ 飼料用わら 33B01 ○ 飼料用稻草 3105

31 310100 palms [leaves of the palm tree] ○ やしの葉 34E02 ○ 棕櫚葉 3106

31 310101 palm trees ○ やしの木 33D01 ○ 棕櫚樹 3106

31 310102 mash for fattening livestock ○ マッシュ状飼料 33B01 ○ 家畜增肥用混合飼料 3105

31 310103 fish, live ○ 魚（生きているものに限る。） 32C01,33D02 ○ 活魚 3102

31 310104 vine plants ○ ぶどうの木 33D01 ○ 藤本植物 3106

31 310105 pine cones ○ 松の実 32E01 ○ 松毬 3106

31 310106 peppers [plants] ○ こしょうの木 33D01 ○ 胡椒植物 3106

31 310107 plants, dried, for decoration ○ 装飾用乾燥植物 33D01 ○ 裝飾用乾燥植物 3106

31 310108 leeks, fresh ○ リーキ 32D01 ○ 新鮮青蒜 3101

31 310109 peas, fresh ○ 生のえんどう 32D01 ○ 新鮮豌豆 3101

31 310110 potatoes, fresh ○ じゃがいも 32D01 ○ 新鮮馬鈴薯 3101

31 310111 preparations for egg laying poultry ○ 卵用種の家きん用配合飼料 33B01 ○ 家禽產卵用備料 3105

31 310112 stall food for animals ○ 畜舎での肥育に用いる飼料 33B01 ○ 動物飼料 3105

31 310114 roots for animal consumption ○ 飼料用根菜類 33B01 ○ 動物食用根菜類 3105

31 310115 grapes, fresh ○ ぶどう 32E01 ○ 新鮮葡萄 3101

31 310116 rhubarb, fresh ○ ルバーブ 32D01 ○ 新鮮大黃 3101

31 310117 rose bushes ○ ばらの木 33D01 ○ 玫瑰樹 3106

31 310118 rye ○ ライ麦 33A01 ○ 黑麥 3111

31 310119 silkworms ○ 蚕 33D02 ○ 蠶 3102

31 310120 edible sesame, unprocessed ○ 未加工の食用ごま 33A01 ○ 未加工食用芝麻 3101

31 310121 truffles, fresh ○ 生のトリュフ 32D01 ○ 新鮮松露 3101

31 310122 residue in a still after distillation ○ 蒸留残留物 33B01 ○ 蒸餾殘渣 3105

31 310123 poultry, live ○ 家きん（生きているものに限る。） 33D02 ○ 活家禽 3102

31 310124 algarovilla for animal consumption ○ 飼料用アルガロビラ 33B01 ○ 動物飼料 3105

31 310125 almonds [fruits] ○ アーモンド（果実） 32E01 ○ 新鮮杏仁果實 3101

31 310126 peanuts, fresh ○ 生のピーナッツ 32D01 ○ 新鲜花生 3101

31 310127 peanut meal for animals ○ 動物用ひき割りピーナッツ 33B01 ○ 動物食用花生碎粉 3105

31 310128 peanut cake for animals ○ 動物用ピーナッツ飼料 33B01 ○ 動物食用花生渣餅 3105

31 310129
by-products of the processing of cereals, for

animal consumption
○ 飼料用の穀物かす 33B01 ○ 動物食用穀類加工副產品 3105

31 310129
residual products of cereals for animal

consumption
○ 飼料用の穀物かす 33B01 ○ 飼料用穀類渣 3105

31 310131 bagasses of cane [raw material] ○ 未加工のバガス 34E02 ○ 甘蔗渣 3105

31 310132 fishing bait, live ○ 釣り用生き餌 24D01 ○ 活魚餌 3112

31 310133 crayfish, live ○
ざりがに（生きているものに限
る。）

32C01 ○ 活淡水螯蝦 3102

31 310134 crustaceans, live ○ 甲殻類（生きているものに限る。） 32C01 ○ 活甲殼類動物 3102

31 310135 lobsters, live ○
ロブスター（生きているものに限
る。）

32C01 ○ 活龍蝦 3102

31 310136 mussels, live ○ い貝（生きているものに限る。） 32C01 ○ 活淡菜 3102

31 310137 oysters, live ○ 牡蠣（生きているものに限る。） 32C01 ○ 活牡蠣 3102

31 310138 pet food ○ ペットフード 33B01 ○ 寵物食品 3105

31 310139 raw barks ○ 未加工の樹皮 34E02 ○ 未加工樹皮 3108

31 310140 spiny lobsters, live ○
いせえび（生きているものに限
る。）

32C01 ○ 活龍蝦 3102

31 310141 edible chews for animals ○ 動物用噛み餌 33B01 ○ 動物可食用咀嚼物 3105

31 310142 beverages for pets ○ ペット用飲料 33B01 ○ 寵物飲料 3105

31 310143 fish meal for animal consumption ○ 飼料用魚粉 33B01 ○ 動物食用魚粉 3105

31 310144 rice, unprocessed ○ 籾米 33A01 ○ 未加工稻米 3111

31 310145 sea-cucumbers, live ○ なまこ（生きているものに限る。） 32C01 ○ 活海參 3102

31 310146 sanded paper [litter] for pets ○ ペット用砂敷き紙（寝わら） 19B33 ○ 供寵物便溺用紙製沙 3109

31 310147 aromatic sand [litter] for pets ○ ペット用芳香砂（寝わら） 19B33 ○ 供寵物便溺用香味沙 3109

31 310148 aloe vera plants ○ アロエベラ（植物） 33D01 ○ 蘆薈植物 3106

31 310149 spinach, fresh ○ ほうれんそう 32D01 ○ 新鮮菠菜 3101

31 310150 flaxseed for animal consumption ○ 飼料用亜麻仁 33B01 ○ 動物食用亞麻籽 3105

31 310150 linseed for animal consumption ○ 飼料用亜麻仁 33B01 ○ 動物食用亞麻籽 3105

31 310151 flaxseed meal for animal consumption ○ 飼料用ひき割り亜麻仁 33B01 ○ 動物食用亞麻籽粉 3105

31 310151 linseed meal for animal consumption ○ 飼料用ひき割り亜麻仁 33B01 ○ 動物食用亞麻籽粉 3105

31 310152 wheat germ for animal consumption ○ 飼料用小麦胚芽 33B01 ○ 動物食用小麥胚芽 3105

31 310153 artichokes, fresh ○ アーティチョーク 32D01 ○ 新鮮朝鮮薊 3101

31 310154 herrings, live ○ にしん（生きているものに限る。） 32C01 ○ 活鯡魚 3102

31 310155 salmon, live ○ さけ（生きているものに限る。） 32C01 ○ 活鮭魚 3102

31 310156 sardines, live ○ いわし（生きているものに限る。） 32C01 ○ 活沙丁魚 3102

31 310157 tuna, live ○ まぐろ（生きているものに限る。） 32C01 ○ 活鮪魚 3102

31 310158 garlic, fresh ○ 生のにんにく 32D01 ○ 新鮮韭蔥 3101

31 310159 vegetable marrows, fresh ○ かぼちゃ 32D01 ○ 新鮮葫蘆科蔬菜 3101

31 310160 edible flaxseed, unprocessed ○ 未加工の食用亜麻仁 33A01 ○ 未加工食用亞麻籽 3101

31 310160 edible linseed, unprocessed ○ 未加工の食用亜麻仁 33A01 ○ 未加工食用亞麻籽 3101

31 310161 arrangements of fresh fruit ○ 盛り合わせた果実 32E01 ○ 新鮮水果籃 3101

31 310162 anchovy, live ○
アンチョビー（カタクチイワシ）
（生きているものに限る。）

32C01 ○ 活鯷魚 3102

31 310163 edible insects, live ○
食用昆虫類（生きているものに限
る。）

33D02 ○ 活食用昆蟲 3102

31 310164 unprocessed sweet corn ears [husked or unhusked] ○ スイートコーン 32D01 ○
未加工甜玉米穗（含苞葉或未含苞
葉）

3101

31 310165 quinoa, unprocessed ○ 未加工のキノア 33A01 ○ 未加工藜麥 3111

31 310166 buckwheat, unprocessed ○ そば（穀物） 33A01 ○ 未加工蕎麥 3111

31 310167 koi carp, live ○ 錦鯉（生きているものに限る。） 33D02 ○ 活錦鯉魚 3102

31 310168 molluscs, live ○
軟体動物（生きているものに限
る。）

32C01 ○ 活軟體動物 3102

31 310168 mollusks, live ○
軟体動物（生きているものに限
る。）

32C01 ○ 活軟體動物 3102

31 310169 freeze-dried fishing bait ○ 凍結乾燥された釣り用餌 24D01 ○ 冷凍乾魚餌 3112

31 310170 edible flowers, fresh ○ 食用生花 32D01 ○ 可食用新鮮花卉 3101

31 310171 ginger, fresh ○ 生のしょうが 32D01 ○ 新鮮生薑 3101

31 310172 soya beans, fresh ○ 生の大豆 32D01 ○ 新鮮毛豆 3101



31 310173 cannabis plants ○ 大麻（植物） 33D01 X 大麻植物 ―

31 310174 cannabis, unprocessed ○ 未加工の大麻 33D01 X 未加工大麻 ―

31 310175 birch sauna whisks ○ サウナ用の箒状の樺の木 33D01 ○ 桑拿拍打用樺樹條 3106

31 310176 squash seeds, unprocessed ○ 未加工のかぼちゃの種 33C01 ○ 未加工南瓜籽 3101

31 310177 hemp seeds, unprocessed ○ 麻の種（未加工のもの） 33C01 ○ 未加工大麻籽 3106

31 310178 spelt, unprocessed ○ スペルト小麦（未加工のもの） 33A01 ○ 未加工斯佩爾特小麥 3111

31 310179 catnip ○ イヌハッカ 33D01 ○ 貓薄荷 3105

31 310180 small spelt, unprocessed ○
小さなスペルト小麦（未加工のも
の）

33A01 ○ 未加工小斯佩爾特小麥 3111

31 310181 sand for pet toilets ○ ペットのトイレ用砂 19B33 ○ 寵物如廁用沙 3109

31 310182 coffee fruit, unprocessed ○ 未加工のコーヒーの実 32E01 ○ 未加工咖啡果實 3101

32 320001 non-alcoholic fruit extracts ○
果実エキス（アルコール分を含まな
いもの）

29C01 ○ 不含酒精濃縮果汁 3202

32 320002 beer ○ ビール 28A02 ○ 啤酒 3201

32 320003 ginger ale ○ ジンジャーエール 29C01 ○ 薑汁啤酒 3201

32 320003 ginger beer ○ ジンジャービール（清涼飲料） 29C01 ○ 薑汁啤酒 3201

32 320004 malt beer ○ 麦芽ビール 28A02 ○ 黑啤酒 3201

32 320005 beer wort ○ ビール製造用麦芽汁 31A06 ○ 製啤酒用麥芽汁 3201

32 320006 non-alcoholic fruit juice beverages ○
果実飲料（アルコール分を含まない
もの）

29C01 ○ 不含酒精水果飲料 3202

32 320007 whey beverages ○ 乳清飲料 31D01 ○ 乳清飲料 3202

32 320008 preparations for making non-alcoholic beverages ○
アルコール分を含まない飲料の製造
用調製品

29C01,31D01 ○ 製不含酒精飲料用調製品 3202

32 320009 non-alcoholic essences for making beverages ○
飲料製造用エッセンス（アルコール
分を含まないもの）

29C01,31A06,32F13 ○ 不含酒精之製飲料香精 3202

32 320010 fruit juice ○ 果実飲料 29C01 ○ 果汁 3202

32 320010 fruit juices ○ 果実飲料 29C01 ○ 果汁 3202

32 320011 syrups for beverages ○ 飲料用シロップ 29C01 ○ 製飲料用糖漿 3202

32 320012 waters [beverages] ○ 飲料水 29C01 ○ 水（飲料） 3202

32 320013 preparations for making carbonated water ○ 炭酸水製造用調製品 29C01 ○ 製蘇打水調製品 3202

32 320013 preparations for making aerated water ○ 炭酸水製造用調製品 29C01 ○ 製汽水調製品 3202

32 320014 lithia water ○ リチア水 29C01 ○ 鋰鹽礦水 3202

32 320015 mineral water [beverages] ○ ミネラルウォーター 29C01 ○ 礦泉水 3202

32 320017 seltzer water ○ セルツァ炭酸水 29C01 ○ 賽爾茲碳酸水 3202

32 320018 table waters ○ ミネラルウォーター 29C01 ○ 餐用礦泉水 3202

32 320019 must ○ ぶどう液 29C01 ○ 葡萄汁 3202

32 320020 lemonades ○ レモネード 29C01 ○ 檸檬水 3202

32 320021 extracts of hops for making beer ○ ビール製造用ホップエキス 31A06 ○ 製啤酒用蛇麻子汁 3201

32 320022 vegetable juices [beverages] ○ 飲料用野菜ジュース 29C01 ○ 蔬菜汁 3202

32 320023 syrups for lemonade ○ レモネード用シロップ 29C01 ○ 製飲料用檸檬糖漿 3202

32 320025 malt wort ○ 麦芽汁 31A06 ○ 麥芽汁 3202

32 320026 grape must, unfermented ○ 未発酵のぶどう液 29C01 ○ 未發酵葡萄汁 3202

32 320027 orgeat ○ アーモンドシロップ 29C01 ○ 杏仁糖漿 3202

32 320028 soda water ○ ソーダ水 29C01 ○ 蘇打水 3202

32 320029 sherbets [beverages] ○ シャーベット水 29C01 ○ 水果雪泥飲料 3202

32 320029 sorbets [beverages] ○ シャーベット水 29C01 ○ 水果雪泥飲料 3202

32 320030 tomato juice [beverage] ○ トマトジュース 29C01 ○ 番茄汁 3202

32 320031 non-alcoholic beverages ○ アルコール分を含まない飲料 29C01,31D01 ○ 不含酒精的飲料 3202

32 320033 pastilles for effervescing beverages ○ 発泡性飲料用錠剤 29C01 ○ 發泡飲料錠 3202

32 320034 powders for effervescing beverages ○ 発泡性飲料用粉末 29C01 ○ 發泡飲料粉 3202

32 320035 carbonated water ○ 炭酸水 29C01 ○ 蘇打水 3202

32 320035 aerated water ○ 炭酸水 29C01 ○ 汽水 3202

32 320041 sarsaparilla [non-alcoholic beverage] ○
サルサパリラ（アルコール分を含ま
ない飲料）

29C01 ○ 沙士 3202

32 320042 aperitifs, non-alcoholic ○
アペリティフ（アルコール分を含ま
ないもの）

29C01 ○ 不含酒精的開胃酒飲料 3201、3202

32 320043 cocktails, non-alcoholic ○
カクテル（アルコール分を含まない
もの）

29C01,31D01 ○ 不含酒精的雞尾酒飲料 3201、3202

32 320044 fruit nectars, non-alcoholic ○
果肉飲料（アルコール分を含まない
もの）

29C01 ○ 不含酒精水果飲料 3202

32 320045 isotonic beverages ○ アイソトニック飲料 29C01 ○ 等滲透壓飲料 3202

32 320047 cider, non-alcoholic ○
シードル（アルコール分を含まない
もの）

29C01 ○ 不含酒精之蘋果汁 3202

32 320048 kvass ○
クヴァス（アルコール分を含まない
飲料）

29C01 ○ 克瓦斯淡啤酒 3201

32 320049 non-alcoholic honey-based beverages ○
はちみつを主原料とする清涼飲料
（アルコール分を含まないもの）

29C01 ○ 以蜂蜜為主的不含酒精飲料 3202

32 320050 smoothies ○ スムージー 29C01 ○ 水果冰沙飲料 3202

32 320051 aloe vera drinks, non-alcoholic ○
アロエ飲料（アルコール分を含まな
いもの）

29C01 ○ 不含酒精之蘆薈飲料 3202

32 320052 beer-based cocktails ○ ビールをベースとするカクテル 28A02 ○ 以啤酒為主之雞尾酒飲料 3201

32 320053
soya-based beverages, other than milk

substitutes
○

大豆を主原料とする飲料（代用牛乳
を除く。）

29C01 ○ 以黃豆為主之非代乳品飲料 3202

32 320054 protein-enriched sports beverages ○
プロテインを強化したスポーツ用清
涼飲料

29C01 ○ 含蛋白質的運動飲料 3202

32 320055
rice-based beverages, other than milk

substitutes
○

米を主原料とする清涼飲料（代用牛
乳を除く。）

29C01 ○ 以米為主之非代乳品飲料 3202

32 320056 non-alcoholic beverages flavored with coffee ○
コーヒー風味の飲料（アルコール分
を含まないもの）

29C01,31D01 ○ 咖啡口味之不含酒精飲料 3202

32 320056 non-alcoholic beverages flavoured with coffee ○
コーヒー風味の飲料（アルコール分
を含まないもの）

29C01,31D01 ○ 咖啡口味之不含酒精飲料 3202

32 320057 non-alcoholic beverages flavored with tea ○
茶風味の飲料（アルコール分を含ま
ないもの）

29C01,31D01 ○ 茶口味之不含酒精飲料 3202

32 320057 non-alcoholic beverages flavoured with tea ○
茶風味の飲料（アルコール分を含ま
ないもの）

29C01,31D01 ○ 茶口味之不含酒精飲料 3202

32 320058 soft drinks ○ 清涼飲料 29C01 ○ 軟性飲料 3202

32 320059 barley wine [beer] ○ バーレーワイン（ビール） 28A02 ○ 大麥啤酒 3201

32 320060 energy drinks ○ エナジードリンク 29C01 ○ 提神飲料 3202

32 320061 non-alcoholic dried fruit beverages ○
アルコール分を含まない乾燥果実飲
料

29C01 ○ 不含酒精之乾製水果飲料 3202

32 320062 shandy ○ シャンディー 28A02 ○ 檸檬啤酒 3201

32 320063 starch-based dry mixes for beverage preparation ○
飲料調製用のでんぷんをベースとす
るドライミックス

28A02,29C01,31D01 ○ 飲料調製品用以澱粉為主之乾混料 3202

32 320064 non-alcoholic beer-based cocktails ○

ビールベースカクテル風味のアル
コール分を１％未満含有してなる清
涼飲料

29C01 ○ 以啤酒為主之不含酒精雞尾酒飲料 3201

32 320065 non-alcoholic beer ○
ビール風味のアルコール分を１％未
満含有してなる清涼飲料

29C01 ○ 不含酒精之啤酒 3201、3202

32 320066 powders for making soft drinks ○ 清涼飲料の粉末状のもと 29C01 ○ 製軟性飲料用粉 3202

32 320067 frozen hops for brewing beer ○ ビール醸造用冷凍ホップ 31A06 ○ 釀造啤酒用冷凍蛇麻子 3201

32 320068 hop pellets for brewing beer ○ ビール醸造用ホップペレット 31A06 ○ 釀造啤酒用蛇麻子顆粒 3201

33 330001 peppermint liqueurs ○ ペパーミントリキュール 28A02 ○ 薄荷甜酒 3301

33 330002 fruit extracts, alcoholic ○
果実のエキス（アルコール分を含む
もの）

28A02 ○ 含酒精之水果濃縮液 3301

33 330003 bitters ○ ビターズ 28A02 ○ 藥味酒；苦味酒 3301

33 330004 anise [liqueur] ○ アニス（リキュール） 28A02 ○ 大茴香（利口酒） 3301

33 330005 anisette [liqueur] ○ アニゼット（リキュール） 28A02 ○ 茴香酒 3301

33 330006 aperitifs* ○ アペリティフ（ビールを除く。）
28A01,28A02,28A03,

28A04
○ 開胃酒* 3301

33 330007 arak [arrack] ○ アラック酒 28A02 ○ 燒酒 3301

33 330007 arrack [arak] ○ アラック酒 28A02 ○ 亞力酒 3301

33 330008 distilled beverages ○ 蒸留酒
28A01,28A02,28A03,

28A04
○ 蒸餾酒 3301

33 330009 cider ○ りんご酒 28A02 ○ 蘋果酒 3301

33 330010 cocktails* ○ カクテル 28A02 ○ 雞尾酒* 3301

33 330011 curacao ○ キュラソー 28A02 ○ 柑香酒 3301

33 330012 digestifs [liqueurs and spirits] ○
消化促進酒（リキュール及びスピ
リッツ）

28A02 ○ 消化酒 3301

33 330013 wine ○ ぶどう酒 28A02 ○ 葡萄酒 3301

33 330014 gin ○ ジン 28A02 ○ 琴酒 3301

33 330015 liqueurs ○ リキュール 28A02 ○ 利口酒 3301

33 330016 hydromel [mead] ○ はちみつ酒 28A04 ○ 蜂蜜酒 3301



33 330016 mead [hydromel] ○ はちみつ酒 28A04 ○ 蜂蜜酒 3301

33 330017 kirsch ○ キルシュ 28A02 ○ 櫻桃酒 3301

33 330018 spirits [beverages] ○ スピリッツ（飲料） 28A02 ○ 烈酒 3301

33 330019 brandy ○ ブランデー 28A02 ○ 白蘭地酒 3301

33 330020 piquette ○ ピケット酒 28A02 ○ 劣等酒 3301

33 330021 perry ○ 梨酒 28A02 ○ 梨酒 3301

33 330022 sake ○ 清酒 28A01 ○ 清酒 3301

33 330023 whisky ○ ウイスキー 28A02 ○ 威士忌酒 3301

33 330024 alcoholic essences ○ アルコールエッセンス
28A01,28A02,28A03,

28A04
○ 酒精露 3301

33 330025 alcoholic extracts ○
アルコールエキス（ビール用のもの
を除く。）

28A01,28A02,28A03,

28A04
○ 酒精濃縮液 3301

33 330026 alcoholic beverages, except beer ○ アルコール飲料（ビールを除く。）
28A01,28A02,28A03,

28A04
○ 含酒精飲料（啤酒除外） 3301

33 330031 alcoholic beverages containing fruit ○ 果実入りアルコール飲料
28A01,28A02,28A03,

28A04
○ 水果酒 3301

33 330032 rice alcohol ○ 米を原料とする酒
28A01,28A02,28A03,

28A04
○ 米酒 3301

33 330033 rum ○ ラム 28A02 ○ 蘭姆酒 3301

33 330034 vodka ○ ウォッカ 28A02 ○ 伏特加酒 3301

33 330035
pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-

based
○

プレミックスアルコール飲料（ビー
ルベースのものを除く。）

28A02 ○ 非以啤酒為主之預混酒精飲料 3301

33 330036 sugarcane-based alcoholic beverages ○
さとうきびを主原料とするアルコー
ル飲料

28A01,28A02,28A03,

28A04
○ 以甘蔗為主之酒精飲料 3301

33 330037 grain-based distilled alcoholic beverages ○ 穀物を主原料とする蒸留酒
28A01,28A02,28A03,

28A04
○ 以穀物為主之蒸餾酒精飲料 3301

33 330038 wine-based beverages ○ ぶどう酒ベースの飲料 28A02 ○ 以葡萄酒為主的酒精飲料 3301

33 330039 soju ○ ソジュ 28A01 ○ 韓式燒酒 3301

33 330040 makkoli ○ マッコリ 28A01 ○ 馬格利酒 3301

34 340001 matches ○ マッチ 27C01 ○ 火柴 3404

34 340002
tips of yellow amber for cigar and cigarette

holders
○

葉巻たばこ用及び紙巻たばこ用のパ
イプのこはく製チップ

27B01 ○ 黃琥珀菸嘴頭 3403

34 340003 tobacco ○ たばこ 27A01 ○ 菸草 3401

34 340004 tobacco pouches ○ たばこ入れ 27B01 ○ 菸袋 3403

34 340005 cigarette tips ○ 紙巻たばこ用チップ 27B01 ○ 菸嘴 3403

34 340006 cigarette filters ○ 紙巻たばこ用フィルター 27B01 ○ 濾嘴 3403

34 340007 lighters for smokers ○ 喫煙用ライター 27B01 ○ 打火機 3403

34 340008 gas containers for cigar lighters ○ シガーライター用ガス容器 27B01 ○ 點雪茄菸打火機用瓦斯容器 3403

34 340009 tobacco pipes ○ たばこ用パイプ 27B01 ○ 菸斗 3403

34 340010 books of cigarette papers ○ 紙巻たばこ用紙の束 25A01 ○ 捲菸紙 3402

34 340011 absorbent paper for tobacco pipes ○ たばこ用パイプのための吸収紙 27B01 ○ 菸斗吸水紙 3402

34 340012 chewing tobacco ○ かみたばこ 27A01 ○ 嚼菸 3401

34 340013 cigars ○ 葉巻たばこ 27A01 ○ 雪茄 3401

34 340014 cigar cutters ○ 葉巻たばこ用カッター 27B01 ○ 雪茄切割器 3403

34 340015 cigar cases ○ 葉巻たばこ用容器 27B01 ○ 雪茄盒 3403

34 340016 cigarette cases ○ 紙巻たばこ用ケース 27B01 ○ 菸盒 3403

34 340017 cigar holders ○ 葉巻たばこ用パイプ 27B01 ○ 菸嘴 3403

34 340019
cigarettes containing tobacco substitutes, not

for medical purposes
○

代用たばこを含む紙巻きたばこ（医
療用のものを除く。）

27A01 ○ 非醫療用含菸草代用品菸 3401

34 340020 cigarettes ○ 紙巻たばこ 27A01 ○ 菸 3401

34 340021 pocket machines for rolling cigarettes ○ 携帯用のたばこ紙巻き器 27B01 ○ 袖珍捲菸機 3403

34 340022 cigarette holders ○ 紙巻たばこ用ホルダー 27B01 ○ 菸嘴 3403

34 340023 mouthpieces for cigarette holders ○ 紙巻たばこ用パイプの吸い口 27B01 ○ 菸嘴 3403

34 340024 cigarette paper ○ 紙巻たばこ用紙 25A01 ○ 捲菸紙 3402

34 340025 cigarillos ○ シガリロ 27A01 ○ 小雪茄菸 3401

34 340026 pipe cleaners for tobacco pipes ○
たばこ用パイプのためのパイプ掃除
器

27B01 ○ 菸斗通條 3403

34 340027 firestones ○ ライター石 27B01 ○ 打火石 3403

34 340028 herbs for smoking* ○ 喫煙用薬草 27A01 ○ 菸草* 3401

34 340030 pipe racks for tobacco pipes ○
パイプ立て（喫煙パイプ用のものに
限る。）

27B01 ○ 菸斗架 3403

34 340031 match holders ○ マッチ支持具 27B01 ○ 火柴架 3404

34 340032 tobacco jars ○ 刻みたばこ入れ 27B01 ○ 菸罐 3403

34 340033 snuff ○ かぎたばこ 27A01 ○ 鼻菸 3401

34 340034 snuff boxes ○ かぎたばこ入れ 27B01 ○ 鼻菸壺 3403

34 340035 matchboxes ○ マッチ箱 27B01,27C01 ○ 火柴盒 3404

34 340036 ashtrays for smokers ○ 灰皿 27B01 ○ 菸灰缸 3403

34 340037 spittoons for tobacco users ○ 喫煙者用たんつぼ 27B01 ○ 抽菸用痰盂 3403

34 340038 humidors ○ 葉巻貯蔵箱 27B01 ○ 雪茄保濕儲存器 3403

34 340039 electronic cigarettes ○ 電子たばこ 27A01,27B01 ○ 電子菸 3401

34 340040
liquid solutions for use in electronic

cigarettes
○ 電子たばこ用リキッド 27A01 ○ 電子菸用液態溶液 3401

34 340041 oral vaporizers for smokers ○ 喫煙者用の経口吸入器 27B01 ○ 吸菸用霧化器 3403

34 340042
flavorings, other than essential oils, for

tobacco
○

たばこ用香味料（精油のみから成る
ものを除く。）

04D01 ○ 菸草用非香精油調味料 3401

34 340042
flavourings, other than essential oils, for

tobacco
○

たばこ用香味料（精油のみから成る
ものを除く。）

04D01 ○ 菸草用非香精油調味料 3401

34 340043
flavorings, other than essential oils, for use

in electronic cigarettes
○

電子たばこ用香味料（精油のみから
成るものを除く。）

04D01 ○ 電子菸用非香精油調味料 3401

34 340043
flavourings, other than essential oils, for use

in electronic cigarettes
○

電子たばこ用香味料（精油のみから
成るものを除く。）

04D01 ○ 電子菸用非香精油調味料 3401

34 340044 wicks adapted for cigarette lighters ○ 紙巻きたばこ用ライター専用の芯 27B01 ○ 打火機用芯 3403

34 340045 hookahs ○ 水パイプ 27B01 ○ 水菸壺 3403

35 350001 business management assistance ○ 事業の管理に関する助言 35B01 ○ 企業管理協助 3506

35 350002 business inquiries ○ 事業の調査 35B01 ○ 企業查詢 3506

35 350003 bill-posting ○ ビラ張り 35A01 ○ 張貼廣告 3501

35 350005 import-export agency services ○ 輸出入に関する事務の代理又は代行 35F01 ○ 代理進出口服務 3502

35 350006 commercial information agency services ○ 商業に関する情報の提供 35B01 ○ 提供商業資訊 3506

35 350007 cost price analysis ○ 原価分析 35B01 ○ 成本價格分析 3502

35 350008 dissemination of advertising matter ○ 広告物の配布 35A01 ○ 廣告宣傳 3501

35 350009 photocopying services ○ 複写機による書類の複製 35G02 ○ 影印服務 3504

35 350012 employment agency services ○ 職業のあっせん 35D01 ○ 職業介紹 3508

35 350013 office machines and equipment rental* ○ 事務用機器の貸与 35J02 ○ 辦公機器和設備租賃* 3513

35 350015 accounting ○ 経理事務の代行 35C01,35G03 ○ 會計 3505

35 350015 book-keeping ○ 経理事務の代行 35C01,35G03 ○ 簿記 3505

35 350016 drawing up of statements of accounts ○ 財務書類の作成 35C01 ○ 財務報表製作 3505

35 350017 business auditing ○ 会計監査及び業務監査 35B01,35C01 ○ 企業審計 3505

35 350018 business management and organization consultancy ○
事業の管理及び組織に関する指導及
び助言

35B01 ○ 企業管理和組織諮詢 3506

35 350019 personnel management consultancy ○ 人事管理に関する指導及び助言 35B01 ○ 人事管理諮詢 3506

35 350020 business management consultancy ○ 事業の管理に関する指導及び助言 35B01 ○ 企業管理諮詢 3506

35 350022 typing ○ タイプライターの操作 35G04 ○ 打字 3504

35 350023 demonstration of goods ○ 商品の実演による広告 35A01 ○ 商品現場示範 3501

35 350024 direct mail advertising ○ ダイレクトメールによる広告 35A01 ○ 直接郵遞廣告 3501

35 350025 commercial or industrial management assistance ○ 商業又は工業の管理に関する助言 35B01 ○ 工商管理協助 3506

35 350027 updating of advertising material ○ 広告物の更新 35A01 ○ 廣告資料更新 3501

35 350028 distribution of samples ○ 試供品の配布 35A01 ○ 樣品分發 3501

35 350029 business efficiency expert services ○
事業の能率化に関する診断・指導及
び助言

35B01 ○ 企業效率專業服務 3506

35 350030 auctioneering ○ 競売の運営 35E01 ○ 拍賣 3509

35 350031 market studies ○ 市場分析 35B01 ○ 市場研究 3510

35 350032 business appraisals ○ 事業の評価 35B01 ○ 企業評價 3506

35 350033 business investigations ○ 事業の調査 35B01 ○ 企業調查 3506

35 350035 publicity material rental ○ 広告用具の貸与 35J01 ○ 廣告宣傳器材租賃 3512

35 350036 business organization consultancy ○ 事業の組織に関する指導及び助言 35B01 ○ 企業組織諮詢 3506

35 350038 publication of publicity texts ○ 広告物の出版 35A01 ○ 廣告宣傳本出版 3501

35 350039 advertising ○ 広告 35A01 ○ 廣告 3501

35 350039 publicity ○ 広告 35A01 ○ 廣告 3501

35 350040 radio advertising ○ ラジオによる広告 35A01 ○ 電台廣告 3501



35 350041 business research ○ 事業の調査 35B01 ○ 企業研究 3506

35 350042 public relations ○ 広報活動の企画 35A01 ○ 公關 3506

35 350043 shorthand ○ 速記 35G01 ○ 速記 3504

35 350044 television advertising ○ テレビジョンによる広告 35A01 ○ 電視廣告 3501

35 350045
transcription of communications [office

functions]
○ 筆耕（事務処理） 35G01 ○ 訊息抄寫（辦公事務） 3504

35 350046 shop window dressing ○ ショーウィンドーの装飾 35A01 ○ 商店櫥窗裝飾 3501

35 350047 advertising agency services ○ 広告の代理 35A01 ○ 廣告代理 3501

35 350047 publicity agency services ○ 広告の代理 35A01 ○ 廣告代理 3501

35 350048 advisory services for business management ○ 事業の管理に関する助言 35B01 ○ 企業管理諮詢 3506

35 350049 modelling for advertising or sales promotion ○ 広告又は販売促進のための模型制作 35A01 ○ 廣告促銷模型製作 3501

35 350051 marketing research ○ 市場調査 35B01 ○ 市場調查 3510

35 350061 computerized file management ○ コンピュータによるファイルの管理 35G03 ○ 電腦檔案管理 3504

35 350062 professional business consultancy ○ 事業に関する指導及び助言 35B01 ○ 專業企業諮詢 3506

35 350063 economic forecasting ○ 経済予測 35B01 ○ 經濟預測 3506

35 350064
organization of exhibitions for commercial or

advertising purposes
○

商業又は広告のための展示会の企
画・運営

35A01 ○ 籌備商業性或廣告目的性的展示會 3514

35 350065 providing business information ○ 事業に関する情報の提供 35B01 ○ 提供企業資訊 3506

35 350066 opinion polling ○ 世論調査 35B01 ○ 意見調查 3510

35 350067 payroll preparation ○ 給料支払名簿の作成 35G03 ○ 薪資帳冊製作 3505

35 350068 personnel recruitment ○ 人材募集 35D01 ○ 人員招募 3508

35 350069
administrative services for the relocation of

businesses
○ 事業所の移転の管理 35B01 ○ 企業搬遷的行政服務 3506

35 350070 rental of advertising space ○ 広告場所の貸与 35A01,35J01 ○ 廣告空間租賃 3512

35 350071 sales promotion for others ○
販売促進のための企画及び実行の代
理

35A01,35A02,35B01 ○ 為他人提供促銷活動 3501

35 350072 secretarial services ○ 秘書 35H01 ○ 秘書服務 3506

35 350073 tax preparation ○ 税務書類の作成 35C01 ○ 稅務文件準備 3505

35 350074 telephone answering for unavailable subscribers ○
電話受付代行（加入者が出られない
場合）

35H01 ○ 為無法接聽電話用戶提供電話答覆 3506

35 350075 word processing ○ ワードプロセッサによる文書の作成 35G03 ○ 文字處理 3504

35 350076 arranging newspaper subscriptions for others ○ 新聞の予約購読の取次ぎ 35F02 ○ 安排報紙訂閱 3506

35 350077 advertising by mail order ○ 通信販売を利用した広告 35A01 ○ 郵購型錄廣告 3501

35 350078 business management of hotels ○ ホテルの事業の管理 35B01 ○ 旅館經營管理 3506

35 350079 business management of performing artists ○ 実演者に関する事業の管理 35B01 ○ 表演藝術家事業管理 3506

35 350080
compilation of information into computer

databases
○

コンピュータデータベースへの情報
編集

35G03,42P02 ○ 電腦資料庫資訊編輯 3504

35 350081
systemization of information into computer

databases
○

コンピュータデータベースへの情報
構築

35G03,42P02 ○ 建立電腦資訊系統資料庫 3504

35 350082 organization of trade fairs ○ 商品見本市の企画・運営 35A01 ○ 籌備展銷會 3514

35 350083 rental of photocopying machines ○ 複写機の貸与 35J02 ○ 影印機租賃 3513

35 350084 online advertising on a computer network ○
コンピュータネットワークにおける
オンラインによる広告

35A01 ○ 電腦網路線上廣告 3501

35 350085
procurement services for others [purchasing

goods and services for other businesses]
○

他人の事業のために行う物品の調達
及びサービスの手配

35B01 ○ 為其他企業採購商品及服務 3502

35 350086 data search in computer files for others ○
電子計算機を用いて行う情報検索事
務の代行

35G03,42P02 ○ 為他人提供電腦資料庫檢索 3504

35 350087
rental of advertising time on communication

media
○ 広告タイムの貸与 35A01 ○ 傳播媒體廣告時段租賃 3501

35 350088 news clipping services ○ ニュースクリッピングサービス 42G04 ○ 新聞剪報服務 3506

35 350089 rental of vending machines ○ 自動販売機の貸与 42X07 ○ 販賣機租賃 3523

35 350090
psychological testing for the selection of

personnel
○ 企業の人事管理のための適性検査 35B01 ○ 職員選擇之心理測驗 3506

35 350091 price comparison services ○ 価格比較の調査 35B01 ○ 價格比較服務 3502

35 350092
presentation of goods on communication media,

for retail purposes
○

販売を目的とした、各種通信媒体に
よる商品の紹介

35A01,35B01 ○ 為零售目的在通訊媒體上展示商品 3501

35 350093
providing commercial information and advice for

consumers in the choice of products and services
○

消費者のための商品及び役務の選択
における助言と情報の提供

35L01 ○
為消費者選擇商品服務提供資訊和
諮詢

3518

35 350094
arranging subscriptions to telecommunication

services for others
○ 電気通信への加入契約の取次ぎ 38Z99 ○ 為他人安排電訊服務預約 3526

35 350095 administrative processing of purchase orders ○ 商取引の受注管理 35B01 ○ 對購物訂單提供行政處理服務 3506

35 350096
commercial administration of the licensing of

the goods and services of others
○

他人の商品及びサービスのライセン
スに関する事業の管理

35B01 ○
為他人授權之商品及服務提供商業
管理

3506

35 350097 outsourcing services [business assistance] X
［業務支援のためのアウトソーシン
グサービス］

― X 外包服務（商業協助） ―

35 350098 invoicing ○
インボイスの作成に関する事務の代
行

35G03 ○ 開發票服務 3502

35 350099 writing of publicity texts ○ 広告文の作成 35A01 ○ 廣告稿撰寫 3501

35 350100 compilation of statistics ○ 統計の編集 35B01 ○ 統計資料彙編 3505

35 350101 layout services for advertising purposes ○ 広告物のレイアウト 35A01 ○ 廣告版面設計 3501

35 350102 sponsorship search ○ スポンサー探し 35B01 ○ 協尋贊助廠商 3506

35 350103
organization of fashion shows for promotional

purposes
○

ファッションショーの企画・運営
（販売促進のためのもの）

35A01 ○ 為促銷目的籌辦時裝表演 3514

35 350104 production of advertising films ○ 広告用映画の制作 35A01 ○ 廣告片製作 3501

35 350105 business management of sports people ○ スポーツ選手に関する事業の管理 35B01 ○ 運動員事業管理 3506

35 350106 marketing ○ マーケティング 35A01,35A02,35B01 ○ 市場行銷 3501

35 350107 telemarketing services ○ テレマーケティング 35A01,35A02,35B01 ○ 電話行銷服務 3501

35 350108
retail services for pharmaceutical, veterinary

and sanitary preparations and medical supplies
○

薬剤及び医療補助品の小売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の
提供

01B01,01B02,01C01,

01C02,01C03,01C04,

35K10

○
藥品、獸醫用藥、衛生製劑及醫療
用補助品零售服務

3519

35 350109 rental of sales stands ○ 販売用スタンドの貸与 35J01 ○ 售貨架出租 3523

35 350110
providing commercial and business contact

information
○

取引相手先の商業及び事業に関する
情報の提供

35B01 ○ 提供商業和企業聯繫資訊 3506

35 350111 search engine optimisation for sales promotion ○
販売促進のための検索エンジンの検
索結果の最適化

35A01,35B01 ○ 為促銷的搜尋引擎最佳化 3501

35 350111 search engine optimization for sales promotion ○
販売促進のための検索エンジンの検
索結果の最適化

35A01,35B01 ○ 為促銷的搜尋引擎最佳化 3501

35 350112 website traffic optimisation ○ ウェブサイトの検索結果の最適化 35A01,35B01 ○ 網站訪問量最佳化 3501

35 350112 website traffic optimization ○ ウェブサイトの検索結果の最適化 35A01,35B01 ○ 網站訪問量最佳化 3501

35 350113 pay per click advertising ○ クリック報酬型広告 35A01 ○ 每點擊付費廣告 3501

35 350114 commercial intermediation services ○ 商取引の媒介・取次ぎ又は代理 35B01 ○ 商業居間媒介服務 3506

35 350115
business management for freelance service

providers
○ フリーランサーのための事業の管理 35B01 ○ 自由職業者的事業管理 3506

35 350116
negotiation and conclusion of commercial

transactions for third parties
○

第三者のための商取引の交渉及び締
結の代理及び代行

35B01 ○ 為第三方商業交易進行協商及締結 3506

35 350117
updating and maintenance of data in computer

databases
○

コンピュータデータベース内のデー
タの更新及び保守

35G03,42P02 ○ 電腦資料庫資料更新和維護 3504

35 350118
business project management services for

construction projects
○ 建設プロジェクトの事業計画の管理 35B01 ○ 營建計劃之商業專案管理服務 3506

35 350119 providing business information via a website ○
ウェブサイト経由による事業に関す
る情報の提供

35B01 ○ 藉由網路提供企業資訊 3506

35 350120
provision of an online marketplace for buyers

and sellers of goods and services
○

商品・役務の買い手及び売り手のた
めのオンライン市場の提供

35B01 ○
為商品及服務之買方和賣方提供線
上市集

3512

35 350121 development of advertising concepts ○ 広告用コンセプトの開発 35A01 ○ 廣告概念開發 3501

35 350122
outsourced administrative management for

companies
○ 会社のための管理業務の代行 35B01 ○ 公司行政管理業務之承包 3506

35 350123 tax filing services X ［納税申告に関する役務の提供］ ― ○ 稅務申報服務 3505

35 350124
business management of reimbursement programmes

for others
X

［還付制度の管理（他人のためのも
の）］

― ○ 為他人提供償付方案的商業管理 3506

35 350124
business management of reimbursement programs

for others
X

［還付制度の管理（他人のためのも
の）］

― ○ 為他人提供償付方案的商業管理 3506

35 350125 rental of billboards [advertising boards] ○ 掲示板（広告板）の貸与 35J01 ○ 廣告看板租賃 3512

35 350126 writing of curriculum vitae for others ○ 他人のための履歴書の作成 42Z99 ○ 為他人撰寫簡歷 3504

35 350126 writing of resumes for others ○ 他人のための履歴書の作成 42Z99 ○ 為他人撰寫簡歷 3504



35 350127
web indexing for commercial or advertising

purposes
○

商業又は広告用ウェブのインデック
スの作成

35A01,35B01 ○ 為商業或廣告目的編網頁索引 3501

35 350128 administration of frequent flyer programs ○ マイレージプログラムの管理 35A01,35A02,35B01 ○ 飛行常客方案的管理 3501

35 350129
appointment scheduling services [office

functions]
○

予約のスケジューリング（事務処
理）

35G03 ○ 公務會面行程的安排服務 3506

35 350130 appointment reminder services [office functions] ○ 予約の確認（事務処理） 35G03 ○ 公務會面的提醒服務 3506

35 350131 administration of consumer loyalty programs ○ 顧客ロイヤリティプログラムの管理 35A01,35A02,35B01 ○ 消費者忠誠度方案的管理 3501

35 350132 scriptwriting for advertising purposes ○ 広告のための脚本の作成 35A01 ○ 廣告劇本編寫 3501

35 350133 registration of written communications and data ○ 文書情報及びデータの構築 35G03,42P02 ○ 書面訊息和資料的登錄 3504

35 350134
updating and maintenance of information in

registries
○

レジストリ内での情報の更新及び保
守

35G03,42P02 ○ 登錄資料的更新和維護 3504

35 350135
compiling indexes of information for commercial

or advertising purposes
○ 商業用又は広告用情報の索引の編集 35G03,42P02 ○ 為商業或廣告目的彙編資訊索引 3501

35 350136

business intermediary services relating to the

matching of potential private investors with

entrepreneurs needing funding

○

資金を必要とする起業家と潜在的な
個人投資家とのマッチングに関する
事業の仲介

35B01 ○
媒合潛在私人投資者與需要資金企
業家的商業仲介服務

3506

35 350137 production of teleshopping programmes ○ テレビショッピング用番組の制作 35A01 ○ 電視購物節目製作 3501

35 350137 production of teleshopping programs ○ テレビショッピング用番組の制作 35A01 ○ 電視購物節目製作 3501

35 350138
consultancy regarding public relations

communication strategies
○

広報活動のためのコミュニケーショ
ン戦略に関する助言

35A01 ○ 公關溝通策略諮詢 3506

35 350139
consultancy regarding advertising communication

strategies
○

広告のためのコミュニケーション戦
略に関する助言

35A01 ○ 廣告傳播策略諮詢 3501

35 350140 negotiation of business contracts for others ○
事業の契約に関する交渉の代行（他
人のためのこと）

35B01 ○ 為他人協商商業合約 3506

35 350141
promotion of goods and services through

sponsorship of sports events
○

スポーツイベントの後援を通じて行
う商品及び役務の販売促進・提供促
進のための企画及びその実行の代理

35A01,35A02,35B01 ○ 經由贊助體育賽事宣傳商品及服務 3501

35 350142 competitive intelligence services ○ 競合企業に関する情報収集 35B01 ○ 競爭情報服務 3506

35 350143 market intelligence services ○ 市場に関する情報収集 35B01 ○ 市場情報服務 3510

35 350144 financial auditing ○ 財務会計監査 35C01 ○ 財務審計 3505

35 350145
online retail services for downloadable digital

music
○

オンラインによるダウンロード可能
なデジタル音楽の小売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供

24E02,35K15 ○ 可下載之數位音樂線上零售 3519

35 350146
online retail services for downloadable ring

tones
○

着信音の小売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供

24E02,35K15 ○ 可下載之鈴聲線上零售 3519

35 350147
online retail services for downloadable and pre-

recorded music and movies
○

オンラインによるダウンロード可能
並びに記録済みの音楽及び映画の小
売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供

24E02,26D01,35K15,

35K99
○

可下載之預錄音樂和電影線上零售
服務

3519

35 350148

wholesale services for pharmaceutical,

veterinary and sanitary preparations and medical

supplies

○

薬剤及び医療補助品の卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の
提供

01B01,01B02,01C01,

01C02,01C03,01C04,

35K10

○
藥品、獸醫用藥、衛生製劑及醫療
用補助品批發服務

3519

35 350149 gift registry services ○
贈答品記録の管理及び贈答品の売買
契約の媒介

35B01,35G03 ○ 禮品登記 3518

35 350150 targeted marketing ○ ターゲット・マーケティング 35A01,35A02,35B01 ○ 目標行銷 3501

35 350151 interim business management ○ 一時的な事業の管理 35B01 ○ 臨時性企業管理 3506

35 350152 outdoor advertising ○ 屋外広告物による広告 35A01 ○ 戶外廣告 3501

35 350153
retail services for works of art provided by art

galleries
○

画廊による美術品の小売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提
供

20C01,20C50,20D50,

26B01,26C01,35K99
○ 畫廊提供的藝術品零售服務 3519

35 350154
administrative assistance in responding to calls

for tenders
○ 入札に対する応札の管理支援 35B01,35E01,35G03 ○ 投標行政協助 3506

35 350154
administrative assistance in responding to

requests for proposals [RFPs]
○ 入札に対する応札の管理支援 35B01,35E01,35G03 ○ 投標（需求建議書）行政協助 3506

35 350155
marketing in the framework of software

publishing
○

コンピュータソフトウェア制作の
マーケティング

35A01,35A02,35B01 ○ 為軟體發行業者提供行銷服務 3501

35 350156 media relations services ○ メディアへの広報活動の企画・代行 35A01 ○ 媒體關係服務 3506

35 350157 corporate communications services ○
企業の広告及び広報活動の企画・代
行

35A01 ○ 企業溝通服務 3506

35 350158
rental of office equipment in co-working

facilities
○

コワーキング施設における事務用機
器の貸与

35J02 ○ 共同工作場所的辦公設備租賃 3513

35 350159 commercial lobbying services X ［商業のためのロビー活動］ ― ○ 商業遊說服務 3506

35 350160
providing user reviews for commercial or

advertising purposes
○

商業用又は広告用のユーザーによる
レビュー情報の提供

35A01,35B01 ○ 為商業或廣告目的提供使用者評論 3501

35 350161
providing user rankings for commercial or

advertising purposes
○

商業用又は広告用のユーザーによる
ランキング情報の提供

35A01,35B01 ○ 為商業或廣告目的提供使用者排名 3501

35 350161
providing user ratings for commercial or

advertising purposes
○

商業用又は広告用のユーザーによる
評価情報の提供

35A01,35B01 ○ 為商業或廣告目的提供使用者評分 3501

35 350162 telephone switchboard services ○ 電話交換 35H01 ○ 電話總機服務 3506

35 350163 retail services relating to bakery products ○
パンの小売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供

30A01,35K03 ○ 與烘焙產品有關的零售服務 3519

35 350164
consumer profiling for commercial or marketing

purposes
○

商業又はマーケティングのための消
費者プロファイリング

35B01 ○ 商業或行銷目的的消費者分析 3506

35 350165 administrative services for medical referrals ○ 医師の紹介に関する事業の管理 35B01 ○ 醫療轉診的行政服務 3506

35 350166
business consultancy services for digital

transformation
○

デジタルトランスフォーメーション
のための事業に関する助言

35B01 ○ 數位轉型的商業諮詢 3506

35 350167
business intermediary services relating to the

matching of various professionals with clients
○

様々な専門家と顧客のマッチングに
関する事業の仲介

35B01 ○
媒合各種專業人士予客戶的商業仲
介服務

3506

35 350168
reception services for visitors [office

functions]
○ 来訪者のための受付（事務処理） 35H01 ○ 訪客接待服務（辦公功能） 3506

35 350169 preparation of business profitability studies ○ 事業の収益性調査の作成 35B01 ○ 企業收益研究文件準備 3506

35 350170 providing telephone directory information ○ 電話帳情報の提供 38A01 ○ 提供電話簿資訊 3506

35 350171
arranging subscriptions to electronic toll

collection [ETC] services for others
○

他人のための自動料金収受システム
（ＥＴＣ）サービスへの加入契約の
取次ぎ

35B01 ○
為他人安排電子收費系統（ＥＴ
Ｃ）服務預約

3526

35 350172 arranging and conducting of commercial events ○ 商業イベントの企画・運営 35A01 ○ 安排及舉行商業活動 3514

35 350173 data processing services [office functions] ○ データ処理（事務処理） 35G03 ○ 資料處理服務（辦公功能） 3504

35 350174 rental of cash registers ○ 金銭登録機の貸与 35J02 ○ 收銀機租賃 3513

35 350175 lead generation services ○
リードジェネレーションを用いた
マーケティング

35A01,35A02,35B01 ○ 潛在客戶開發服務 3501

35 350176
computerized management of medical records and

files
○

コンピュータ化された医療記録およ
びファイルの保守

35G03,42P02 ○ 醫療記錄與檔案的電腦化管理 3504

35 350177
online ordering services in the field of

restaurant take-out and delivery
○

レストランからの持ち帰り及び配達
の分野におけるオンラインによる商
品の受注事務の代行

35G03 ○
餐廳外帶及外送線上訂單的行政處
理服務

3506

35 350178
advertising services to create brand identity

for others
○

ブランド・アイデンティティの構築
を目的とした広告（他人のためのこ
と）

35A01 ○ 創造品牌識別度的廣告服務 3501

35 350179 promotion of goods through influencers X
［インフルエンサーを通じた商品の
販売促進］

― ○ 透過影響者促銷商品 3501

35 350180 influencer marketing X
［インフルエンサーによるマーケ
ティング］

― ○ 影響者行銷 3501

35 350181 sales prospecting for others ○
他人のための販売見込み調査（プロ
スペクティング）

35A01,35A02,35B01 ○ 為他人發掘潛在客戶 3501

35 350182 development of marketing concepts ○ マーケティングコンセプトの開発 35A01,35A02,35B01 ○ 行銷概念開發 3501

36 360001 accident insurance underwriting ○ 傷害保険の引き受け 36C01 ○ 意外保險 3602

36 360002 instalment loans ○ 分割払い購入資金の貸付け 36A01 ○ 分期付款的貸款 3601

36 360003 actuarial services ○ 保険数理 36C01 ○ 保險精算服務 3602

36 360004 rental of real estate ○ 土地・建物の貸与 36D01 ○ 不動產租賃 3607



36 360005 brokerage* ○

信用購入あっせん、有価証券の売買
の媒介・取次ぎ又は代理、保険契約
の締結の代理又は媒介、土地又は建
物の売買又は貸借の代理又は媒介

36A01,36B01,36C01,

36D01
X 經紀業* ―

36 360006 credit bureau services ○ 金融に関する個人信用情報の提供 36H01 ○ 信用調查機構服務 3601

36 360007 real estate agency services ○
土地・建物の売買又は貸借の代理又
は媒介

36D01 ○ 不動產仲介服務 3607

36 360008 real estate brokerage ○
建物・土地の売買又は貸借の代理又
は媒介

36D01 ○ 不動產經紀 3607

36 360009 debt collection agency services ○ 債権の回収の代行 36A01 ○ 帳款代收服務 3601

36 360010 insurance brokerage ○ 保険契約の締結の仲介 36C01 ○ 保險經紀 3602

36 360011 financial customs brokerage services ○ 関税に関する手続きの代行 36J01 ○ 報關 3610

36 360012 insurance underwriting ○ 保険の引受け 36C01 ○ 保險 3602

36 360013 banking ○ 銀行業務 36A01 ○ 銀行 3601

36 360014 real estate appraisal ○ 建物又は土地の鑑定評価 36D01 ○ 不動產估價 3607

36 360015 charitable fund raising ○ 慈善のための募金 36K01 ○ 慈善基金募集 3611

36 360016 mutual funds ○
証券投資信託受益証券の募集・売出
し

36A01,36B01 ○ 共同基金 3603

36 360017 capital investment ○ 投資 36B01 ○ 資本投資 3608

36 360018 surety services ○ 債務の保証 36A01 ○ 擔保服務 3601

36 360019 exchanging money ○ 両替 36A01 ○ 貨幣兌換 3601

36 360020 issuance of travelers' checks ○ 旅行者用小切手の発行 36A01 ○ 旅行支票發行 3601

36 360020 issuance of travellers' cheques ○ 旅行者用小切手の発行 36A01 ○ 旅行支票發行 3601

36 360021 clearing, financial ○ 手形交換 36A01 ○ 票據交換 3601

36 360021 clearing-houses, financial ○ 手形交換 36A01 ○ 票據交換所 3601

36 360022 safe deposit services ○
有価証券・貴金属その他の物品の保
護預かり

36A01 ○ 保險箱寄存服務 3601

36 360023 organization of monetary collections ○ 募金 36K01 ○ 款項代收 3601

36 360024 loans [financing] ○ 資金の貸付け 36A01 ○ 貸款（融資） 3601

36 360025 fiscal valuation ○ 課税額の査定 36J01 ○ 財務之評估 3612

36 360026
financial evaluation [insurance, banking, real

estate]
○

保険・金融・土地又は建物に関する
財務の評価

36A01,36B01,36C01,

36D01,36H01
○ 金融評估（保險、銀行、不動產） 3612

36 360027 factoring ○ ファクタリング 36A01 ○ 應收帳款收買 3601

36 360028 fiduciary ○ 信託の引受け 36A01 ○ 信託服務 3601

36 360028 trusteeship ○ 信託の引受け 36A01 ○ 信託管理 3601

36 360029 financing services ○ 資金の貸付け 36A01 ○ 融資服務 3601

36 360030 financial management ○ 財務管理
36A01,36B01,36D01,

36H01
○ 金融管理 3612

36 360031 pawnbrokerage ○ 質屋による資金の貸付 36A01 ○ 典當 3605

36 360032 real estate management ○ 土地・建物の管理 36D01 ○ 不動產管理 3607

36 360033 apartment house management ○ アパートの管理 36D01 ○ 公寓房屋管理 3607

36 360034 fire insurance underwriting ○ 火災保険の引受け 36C01 ○ 火災保險 3602

36 360035 rental of apartments ○ アパートの貸与 36D01 ○ 公寓租賃 3607

36 360036 rental of farms ○ 農場の貸与 36D01 ○ 農場租賃 3607

36 360038 health insurance underwriting ○ 医療保険の引受け 36C01 ○ 健康保險 3602

36 360039 marine insurance underwriting ○ 海上保険の引受け 36C01 ○ 海上保險 3602

36 360040 mortgage banking ○ 土地・建物担保付資金の貸付 36A01 ○ 銀行抵押貸款 3601

36 360041 savings bank services ○ 預金の受入れ 36A01 ○ 儲蓄銀行服務 3601

36 360042 hire-purchase financing ○ 分割払い購入資金の貸付け 36A01 ○ 分期付款融資 3601

36 360042 lease-purchase financing ○ 賃借り満期購入方式の金融 36A01 ○ 租賃買賣融資 3601

36 360043 securities brokerage ○
有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は
代理

36B01 ○ 有價證券經紀業 3603

36 360044 life insurance underwriting ○ 生命保険の引受け 36C01 ○ 人壽保險 3602

36 360045 accommodation bureau services [apartments] ○ アパートの貸与の媒介又は取次ぎ 36D01 ○ 代理公寓出租服務 3607

36 360046 financial analysis ○ 金融・財務分析
36A01,36B01,36D01,

36H01
○ 財務之分析 3612

36 360051 antique appraisal ○ 骨董品の評価 36F01 ○ 古董估價 3609

36 360052 art appraisal ○ 美術品の評価 36F01 ○ 藝術品估價 3609

36 360053 check verification ○ 小切手の検証 36A01 ○ 支票查證 3601

36 360053 cheque verification ○ 小切手の検証 36A01 ○ 支票查證 3601

36 360054 financial consultancy ○ 金融又は財務に関する助言
36A01,36B01,36D01,

36H01
○ 金融之諮詢顧問 3612

36 360055 insurance consultancy ○ 保険に関する助言 36C01 ○ 保險諮詢 3602

36 360056 processing of credit card payments ○
クレジットカード利用者に代わって
する支払代金の清算

36A01 ○ 信用卡支付處理 3601

36 360057 processing of debit card payments ○
デビットカード利用者に代わってす
る支払代金の決済

36A01 ○ 借款卡支付處理 3601

36 360058 electronic funds transfer ○ 電子的な資金の振替 36A01 ○ 電子資金轉帳 3601

36 360059 providing financial information ○ 金融又は財務に関する情報の提供
36A01,36B01,36D01,

36H01
○ 提供財務資訊 3612

36 360060 providing insurance information ○ 保険情報の提供 36C01 ○ 提供保險資訊 3602

36 360061 jewellery appraisal ○ 宝石の評価 36F01 ○ 珠寶估價 3609

36 360061 jewelry appraisal ○ 宝石の評価 36F01 ○ 珠寶估價 3609

36 360062 numismatic appraisal ○ 古銭の評価 36F01 ○ 古幣估價 3609

36 360063 rent collection ○ 賃貸料の徴収の代行 36A03 ○ 租金代收 3601

36 360064 stamp appraisal ○ 切手の評価 36F01 ○ 郵票估價 3609

36 360065 issuance of tokens of value ○ 前払式支払手段の発行 36A02 ○ 有價證券發行 3603

36 360066 deposits of valuables ○ 貴重品の保護預かり 36A01 ○ 貴重物品保管 3601

36 360067 stock exchange quotations ○ 株式市況に関する情報の提供 36B01 ○ 股票交易行情 3603

36 360068 issuance of credit cards ○
クレジットカード利用者に代わって
する支払代金の清算

36A01 ○ 發行信用卡服務 3601

36 360069 rental of offices [real estate] ○ 事務所の貸与 36D01 ○ 辦公室租售（不動產） 3607

36 360070 retirement payment services ○ 退職金の支払の代行 36A01 ○ 退休金支付服務 3601

36 360071 financial sponsorship X ［財政保証］ ― ○ 資金贊助 3601

36 360072 online banking ○ オンラインによる銀行業務 36A01 ○ 網路銀行 3601

36 360073 business liquidation services, financial ○
財産の整理又は清算の代理（財務に
限る。）

36A01 ○ 企業財務清算服務 3601

36 360103 repair costs evaluation [financial appraisal] ○
修繕額の査定（保険支払に関するも
の）

36C01 ○ 修理費財務評估 3612

36 360104 brokerage of carbon credits ○
カーボンクレジットに関する取引の
代理又は媒介

36B01,36Z99 ○ 碳權經紀 3603

36 360105 financial evaluation of standing timber ○ 立木の金銭的評価 36D01 ○ 林木估價 3609

36 360105 financial valuation of standing timber ○ 立木の金銭的評価 36D01 ○ 林木估價 3609

36 360107 financial evaluation of wool ○ 羊毛の金銭的評価 36F01 ○ 羊毛估價 3609

36 360107 financial valuation of wool ○ 羊毛の金銭的評価 36F01 ○ 羊毛估價 3609

36 360108 lending against security ○ 担保付資金の貸付け 36A01 ○ 抵押貸款 3601

36 360109 provident fund services ○ 準備基金業務 36A01,36B01,36C01 ○ 公積金服務 3601

36 360110 stock brokerage services ○ 株式の売買の媒介・取次ぎ又は代理 36B01 ○ 股票經紀服務 3603

36 360111 debt advisory services ○ 債務に関する指導及び助言
36A01,36B01,36D01,

36H01
○ 債務諮詢服務 3612

36 360112 arranging finance for construction projects ○
建設プロジェクトのための資金の貸
付けの手配

36A01 ○ 安排營建專案融資 3601

36 360113 providing financial information via a website ○
ウェブサイト経由による金融又は財
務に関する情報の提供

36A01,36B01,36D01,

36H01
○ 藉由網站提供金融資訊 3612

36 360114
financial management of reimbursement payments

for others
X

［還付支払いの財務管理（他人のた
めのもの）］

― ○
為他人提供清償支付款項的財務管
理

3612

36 360115 investment of funds ○ 投資 36B01 ○ 基金投資 3603

36 360116 stocks and bonds brokerage ○
株式及び債券の売買の媒介・取次ぎ
又は代理

36B01 ○ 股票債券經紀業 3603

36 360117

providing rebates at participating

establishments of others through use of a

membership card

○
会員カードの利用を通じた他の加盟
店での割戻し手続の代行

36A01 ○ 對使用會員卡的會員提供回饋金 3601

36 360118 bail-bonding ○ 保釈金の保証 36A01 ○ 保釋擔保 3601

36 360119 rental of offices for co-working ○ コワーキング用事務所の貸与 36D01 ○ 共用工作的辦公室出租 3607

36 360120
financial appraisals in responding to calls for

tenders
○

入札における応札額の算定のための
評価

36A01,36B01,36D01,

36F01
○ 投標財務評估 3612

36 360120
financial appraisals in responding to requests

for proposals [RFPs]
○

入札における応札額の算定のための
評価

36A01,36B01,36D01,

36F01
○ 投標（需求建議書）財務評估 3612



36 360121
financial evaluation of development costs

relating to the oil, gas and mining industries
○

石油・ガス・鉱業に関する開発コス
トの財務評価

36A01,36B01,36D01,

36H01
○

石油天然氣採礦業開發成本之財務
評估

3612

36 360122 financial research ○ 金融又は財務に関する調査
36A01,36B01,36D01,

36H01
○ 金融研究 3612

36 360123 real estate services ○ 不動産業務 36D01 X 不動產服務 ―

36 360124 electronic transfer of crypto assets ○ 暗号資産の電子的な資金の振替 36A01 ○ 加密資產電子移轉 3617

36 360125
financial valuation of intellectual property

assets
○ 知的財産資産の財務評価 36A01,36B01 ○ 智慧財產權資產財務評估 3612

36 360126
preparation of quotes for cost estimation

purposes
○

コスト見積りのための見積額の作成
（財務評価）

36A01,36B01,36D01,

36H01
○ 為成本估算目的準備報價 3612

36 360127 crowdfunding ○

インターネットを介して行う事業プ
ロジェクトの資金調達を目的とする
出資・融資の募集・仲介・取次（ク
ラウドファンディング）

36A01,36B01 ○ 群眾募資 3611

36 360128 e-wallet payment services X ［イーウォレット支払いサービス］ ― ○ 電子錢包支付服務 3601

36 360129 financial exchange of crypto assets ○ 暗号資産の交換 36A01 ○ 加密資產金融交易 3617

36 360130
electronic funds transfer provided via

blockchain technology
○

ブロックチェーン技術を介して提供
される電子的資金の振替

36A01 ○ 藉由區塊鏈技術提供電子資金轉帳 3601

36 360131 issuance of gift certificates ○ 商品券の発行 36A02 ○ 禮券發行 3603

36 360132 mobile banking services ○
モバイルバンキング（携帯情報端末
による銀行業務）

36A01 ○ 行動銀行服務 3601

36 360133 administration of financial affairs X ［金融業務の管理］ ― ○ 財務事務管理 3612

36 360134 financial advice relating to tax ○
税金に関する金融又は財務に関する
助言

36A01,36B01,36D01,

36H01,36J01
○ 與稅務有關的財務諮詢 3612

37 370001 furniture maintenance ○ 家具の保守 37E01 ○ 家具保養 3729

37 370002 photographic apparatus repair ○ 写真機械器具の修理 37D01 ○ 照相器材修理 3712

37 370003 electric appliance installation and repair ○
民生用電気機械器具の設置工事及び
修理

37A01,37D11 ○ 電氣設備安裝及修理 3710

37 370004 elevator installation and repair ○ エレベーターの設置工事及び修理 37A01,37D02 ○ 電梯安裝及修理 3709

37 370004 lift installation and repair ○ エレベーターの設置工事及び修理 37A01,37D02 ○ 電梯安裝及修理 3709

37 370005 asphalting ○ アスファルト舗装工事 37A01 ○ 柏油鋪設 3701

37 370006 motor vehicle maintenance and repair ○ 自動車・二輪自動車の保守及び修理 37C03,37C05 ○ 汽車保養及修理 3705

37 370008 airplane maintenance and repair ○ 飛行機の保守及び修理 37C01 ○ 飛機保養及修理 3705

37 370009 cleaning of buildings [interior] ○ 建築物の清掃（内部） 37G02 ○ 建築物內部清潔 3717

37 370010 laundering ○ 洗濯 37F02 ○ 洗燙服務 3719

37 370011 boiler cleaning and repair ○ ボイラーの清浄及び修理 37D05 ○ 鍋爐清潔及修理 3710

37 370012 burner maintenance and repair ○ バーナーの保守及び修理 37D05 ○ 爐嘴保養及修理 3710

37 370013 rental of bulldozers ○ ブルドーザーの貸与 37J01 ○ 推土機租賃 3749

37 370014
office machines and equipment installation,

maintenance and repair
○

事務用機械器具の設置工事・保守及
び修理

37A01,37D04 ○ 辦公機器與設備之安裝保養及修理 3710

37 370015 fire alarm installation and repair ○ 火災報知機の設置工事及び修理 37A01,37D03 ○ 火災警報器安裝及修理 3743

37 370016 burglar alarm installation and repair ○ 盗難警報機の取付け及び修理 37A01,37D03 ○ 防盜警報器安裝修理 3722

37 370017 upholstery repair ○
家具の修理、カーテン・絨毯その他
の室内装飾品の修理

37E01,37F99 ○ 座椅及室內裝設品修理 3729

37 370018 strong-room maintenance and repair ○ 金庫室の保守及び修理 37A01 ○ 保險庫保養及修理 3753

37 370020 rental of construction equipment ○ 建設用機械器具の貸与 37J01 ○ 建築設備租賃 3749

37 370021 shipbuilding ○ 船舶の建造 37B01 ○ 造船 3705

37 370022 renovation of clothing ○ 被服の修繕 37F03 ○ 衣服修補 3716

37 370024 heating equipment installation and repair ○ 暖房設備工事及び暖房装置の修理
37A01,37D05,37D11,

37E01
○ 暖氣設備安裝及修理 3701

37 370025 shoe repair ○ 靴の修理 37E05 ○ 修鞋 3715

37 370026 chimney sweeping ○ 煙突掃除 37G01 ○ 煙囪清理 3717

37 370027 safe maintenance and repair ○ 金庫の保守及び修理 37E04 ○ 保險櫃保養及修理 3753

37 370028
installation and repair of air-conditioning

apparatus
○ 空調機械器具の設置工事及び修理

37A01,37D05,37D11,

37E01
○ 空調設備安裝及修理 3701

37 370029 construction* ○ 建設工事 37A01 X 建造* ―

37 370030 underwater construction ○ 水中における建設工事 37A01 ○ 水下建造 3701

37 370031 building construction supervision ○ 建築物の施工監理 37A02 ○ 建築物建造監督 3701

37 370032 clothing repair ○ 被服の修繕 37F03 ○ 衣服修補 3716

37 370034 leather care, cleaning and repair ○
皮革の手入れ、クリーニング及び修
理

37F01,37F02,37F99 ○ 皮革保養清潔及修理 3719

37 370035 kitchen equipment installation ○ 厨房設備工事 37A01 ○ 廚房設備安裝 3726

37 370036 demolition of buildings ○ 建築物の取壊し 37A01 ○ 建築物拆除服務 3701

37 370037 rustproofing ○ 乗物及び建築物の防錆処理
37A01,37B01,37C01,

37C02,37C03,37C04,

37C05

X 防銹 ―

37 370038 disinfecting ○ 消毒
37H01,37H02,37H03,

37H99
○ 消毒 3717

37 370040 painting or repair of signs ○ 看板の塗装又は修理 37E10 ○ 招牌油漆或修理 3701

37 370041 warehouse construction and repair ○ 倉庫の建設及び修理 37A01 ○ 倉庫建造及修理 3701

37 370042 building sealing ○ 建物のシーリング工事 37A01 ○ 建築物防漏施工 3701

37 370042 damp-proofing [building] ○ 建物の防湿の施工 37A01 ○ 建築物防水施工 3701

37 370044 rental of excavators ○ 掘削機の貸与 37J01 ○ 挖掘機租賃 3749

37 370045 window cleaning ○ 窓の清浄 37G02 ○ 清洗窗戶 3717

37 370046 film projector repair and maintenance ○ 映写機の修理及び保守 37D01 ○ 電影放映機修理及保養 3712

37 370047 furnace installation and repair X ［炉の設置工事及び修理］ ― ○ 火爐安裝及修理 3710

37 370048 fur care, cleaning and repair ○
毛皮の手入れ、クリーニング及び修
理

37F01,37F02 ○ 毛皮製品保養清潔及修理 3719

37 370049 vehicle greasing ○ 乗物への潤滑油の充填
37B01,37C01,37C02,

37C03,37C04,37C05
○ 交通工具加潤滑油 3705

37 370049 vehicle lubrication ○ 乗物への潤滑油の充填
37B01,37C01,37C02,

37C03,37C04,37C05
○ 交通工具加潤滑油 3705

37 370050 cleaning of clothing ○ 被服の洗濯 37F02 ○ 衣服清洗 3719

37 370051 clock and watch repair ○ 時計の修理 37E06 ○ 鐘錶修理 3729

37 370052 factory construction ○ 工場の建築工事 37A01 ○ 工廠建造 3701

37 370053 irrigation devices installation and repair ○ 灌漑用機械器具の設置工事及び修理 37A01,37D05 ○ 灌溉設備安裝及修理 3710

37 370054 building insulating ○ 建築物の熱絶縁工事 37A01 ○ 建築物隔熱施工 3701

37 370055 vehicle washing ○ 乗物の洗浄
37B01,37C01,37C02,

37C03,37C04,37C05
○ 交通工具清洗 3705

37 370056 washing of linen ○ リネンの洗濯 37F02 ○ 亞麻布製品清洗 3719

37 370057 washing ○ 洗濯 37F02 X 清洗 ―

37 370058 machinery installation, maintenance and repair X ［機械の設置、保守及び修理］ ― ○ 機械安裝保養及修理 3710

37 370059 masonry ○ 石又はれんがの工事 37A01 ○ 砌石 3701

37 370060 furniture restoration ○ 家具の修理 37E01 ○ 家具修復 3729

37 370061 pier breakwater building ○ 防波堤の建設工事 37A01 ○ 防波堤建造 3701

37 370062 pressing of clothing ○ 被服のプレス 37F02 ○ 燙衣服 3719

37 370063 pipeline construction and maintenance ○ パイプラインの敷設工事及び保守 37A01 ○ 油管鋪設及保養 3701

37 370064 paper hanging ○ 壁紙張り 37A01 ○ 貼壁紙 3701

37 370064 wallpapering ○ 壁紙張り 37A01 ○ 貼壁紙 3701

37 370065 umbrella repair ○ 傘の修理 37E02 ○ 傘修理 3715

37 370066 parasol repair ○ 日傘の修理 37E02 ○ 陽傘修理 3715

37 370067 upholstering ○ 内装仕上工事 37A01 ○ 家具翻新 3729

37 370068 painting, interior and exterior ○ 屋内及び屋外の塗装 37A01 ○ 室內外油漆 3701

37 370069 pumicing ○ 軽石によるはさみ研ぎ 37E07 ○ 浮石磨光 3719

37 370070 plastering ○ 左官工事 37A01 ○ 塗抹灰泥 3701

37 370071 plumbing ○ 配管工事 37A01 ○ 配管 3701

37 370072 vehicle polishing ○ 乗物の磨き又は乗物のつや出し
37B01,37C01,37C02,

37C03,37C04,37C05
○ 交通工具拋光打蠟 3705

37 370073 pump repair ○ ポンプの修理 37D05 ○ 泵浦修理 3710

37 370074 harbour construction ○ 港湾の建設工事 37A01 ○ 港口建造 3701

37 370077 retreading of tires ○ タイヤの再生
37C01,37C02,37C03,

37C05,37Z99
○ 輪胎翻新 3705



37 370077 retreading of tyres ○ タイヤの再生
37C01,37C02,37C03,

37C05,37Z99
○ 輪胎翻新 3705

37 370078 freezing equipment installation and repair ○ 冷凍機器の設置工事及び修理 37A01,37D05,37D11 ○ 冷凍設備安裝及修理 3701、3710

37 370079 linen ironing ○ リネンのアイロンがけ 37F02 ○ 亞麻布製品熨燙 3719

37 370080 re-tinning ○ なべ類の再スズめっき 37E09 ○ 重新鍍錫 3710

37 370081 riveting ○
土木・建設工事におけるリベット締
め

37A01 ○ 鉚接 3710

37 370082 anti-rust treatment for vehicles ○ 乗物の防錆処理
37B01,37C01,37C02,

37C03,37C04,37C05
○ 交通工具防銹處理 3705

37 370083
vehicle service stations [refuelling and

maintenance]
○

ガソリンスタンドにおける自動車・
二輪自動車などの整備（燃料補給作
業・修理）

37C03,37C05 ○ 汽車維修站（加油與保養） 3705

37 370084 telephone installation and repair ○ 電話機の設置工事及び修理 37A01,37D07 ○ 電話安裝及修理 3713

37 370085 vehicle maintenance ○ 乗物の整備
37B01,37C01,37C02,

37C03,37C04,37C05
○ 交通工具保養 3705

37 370086 varnishing ○ ワニス塗装工事 37A01 ○ 塗亮光漆 3701

37 370087 vehicle cleaning ○ 乗物の洗浄
37B01,37C01,37C02,

37C03,37C04,37C05
○ 交通工具清洗 3705

37 370089 vehicle breakdown repair services ○ 故障した乗物の修理
37B01,37C01,37C02,

37C03,37C04,37C05
○ 交通工具故障修理服務 3705

37 370090 rental of cleaning machines ○ 洗浄機械の貸与 37J02,37J03,37J04 ○ 清洗機器租賃 3717

37 370091

vermin exterminating, other than for

agriculture, aquaculture, horticulture and

forestry

○

有害動物の駆除（農業・水産養殖
業・園芸又は林業に関するものを除
く。）

37H02 ○
除農業水產養殖園藝及林業外的害蟲
撲滅

3717

37 370093 scaffolding ○ 足場の組立て 37A01 ○ 鷹架搭建 3701

37 370101 bricklaying ○ れんが工事 37A01 ○ 砌磚 3701

37 370102 diaper cleaning ○ おむつの洗濯 37F02 ○ 尿布清洗 3719

37 370103 dry cleaning ○ ドライクリーニング 37F02 ○ 乾洗 3719

37 370104 providing construction information ○ 建設工事に関する情報の提供 37A01 ○ 提供建造資訊 3701

37 370105 providing information relating to repairs X ［修理情報の提供］ ― X 提供修理資訊 ―

37 370106 knife sharpening ○ ナイフ研ぎ 37E07 ○ 磨刀 3729

37 370107 mining extraction ○ 採鉱 37A01,37A03 ○ 採礦 3757

37 370108 quarrying services ○ 採石工事 37A01 ○ 採石服務 3757

37 370109 road paving ○ 道路の舗装 37A01 ○ 道路鋪設 3701

37 370110 sanding ○ 塗装工事のための砂による研磨 37A01 ○ 填沙 3701

37 370111 underwater repair ○ 水中作業による建築物の補修工事 37A01 ○ 水下修理 3701

37 370112 cleaning of buildings [exterior surface] ○ 建築物の清掃（外側） 37G02 ○ 建築物外部清潔 3717

37 370113 vulcanization of tires [repair] ○ タイヤの加硫修理
37C01,37C02,37C03,

37C05
○ 輪胎硫化處理（修理） 3705

37 370113 vulcanization of tyres [repair] ○ タイヤの加硫修理
37C01,37C02,37C03,

37C05
○ 輪胎硫化處理（修理） 3705

37 370114 drilling of wells ○ さく井 37A01 ○ 鑿井 3757

37 370115 building of fair stalls and shops ○ 展示会のブース及び店舗の工事 37A01 ○ 攤位及商店搭建 3701

37 370116
installation, maintenance and repair of computer

hardware
○

コンピュータハードウェアの設置工
事、保守及び修理

37A01,37D06 ○ 電腦硬體安裝保養及修理 3703

37 370117 interference suppression in electrical apparatus ○ 電気機器の干渉有害電波の抑制工事 37A01 ○ 排除電氣設備電波干擾 3710

37 370118
rebuilding engines that have been worn or

partially destroyed
○

磨耗又は部分的に破損したエンジン
の修理

37B01,37C01,37C03,

37C04,37C05,37D05
○ 磨損或部分損壞的引擎修理 3710

37 370119
rebuilding machines that have been worn or

partially destroyed
X

［消耗又は部分的に破損した機械の
修理］

― ○ 磨損或部分損壞的機器修理 3710

37 370120 rental of cranes [construction equipment] ○ 建設用クレーンの貸与 37J01 ○ 建築用起重機租賃 3749

37 370121 rental of road sweeping machines ○ 道路清掃用機械の貸与 37J02 ○ 掃路機租賃 3717

37 370122 roofing services ○ 屋根工事 37A01 ○ 屋頂鋪設服務 3701

37 370123 artificial snow-making services ○ 人工雪の降雪 37Z99 ○ 人工造雪服務 3756

37 370124 street cleaning ○ 道路の清掃 37G05 ○ 道路清潔 3717

37 370125 repair of security locks ○ 安全鍵の修理 37E08 ○ 鎖修理 3753

37 370126 restoration of works of art ○ 美術品の修復 37F99 ○ 藝術品修復 3729

37 370127 restoration of musical instruments ○ 楽器の修復 37E03 ○ 樂器修復 3729

37 370128 installation of doors and windows ○ ドア及び窓の取り付け工事 37A01 ○ 門窗安裝 3701

37 370129 swimming-pool maintenance ○ スイミングプールの保守
37A01,37D05,37D52,

37D99
○ 游泳池保養 3701

37 370130 refilling of toner cartridges ○ トナーカートリッジの補充 37D06,37D10 ○ 碳粉匣之再填充 3710

37 370131 construction consultancy ○ 建設工事に関する助言 37A02 ○ 建造諮詢 3701

37 370132 carpentry services ○ 大工工事 37A01 ○ 木工服務 3701

37 370133 drilling of deep oil or gas wells ○ 油井及びガス井の掘削工事 37A01 ○ 深層油井或天然氣井的鑽井 3757

37 370134 rental of drainage pumps ○ 排水用ポンプの貸与 42X20 ○ 排水泵浦出租 3710

37 370135 rental of laundry washing machines ○ 電気洗濯機の貸与 37J04 ○ 洗衣店的洗衣機出租 3719

37 370136 repair of power lines ○ 送電線の修理 37D99 ○ 電源線修復 3701

37 370137 vehicle battery charging ○ 乗物のバッテリーの充電
37B01,37C01,37C02,

37C03,37C04,37C05
○ 交通工具電池充電 3758

37 370138 tire balancing ○ タイヤの調整
37C01,37C02,37C03,

37C05
○ 輪胎平衡校正 3705

37 370138 tyre balancing ○ タイヤの調整
37C01,37C02,37C03,

37C05
○ 輪胎平衡校正 3705

37 370139 tuning of musical instruments ○ 楽器の調律 37E03 ○ 樂器調音 3729

37 370140 laying of cable ○ ケーブルの設置工事 37A01 ○ 電纜鋪設 3701

37 370141 sterilisation of medical instruments ○ 医療用機器の滅菌 37H03 ○ 醫療器具消毒 3717

37 370141 sterilization of medical instruments ○ 医療用機器の滅菌 37H03 ○ 醫療器具消毒 3717

37 370142 fracking services ○ 水圧破砕工事 37A01 ○ 油氣井開採的水力壓裂服務 3757

37 370142 hydraulic fracturing services ○ 水圧破砕工事 37A01 ○ 油氣井開採的水力壓裂服務 3757

37 370143

pest control services, other than for

agriculture, aquaculture, horticulture and

forestry

○
害虫の駆除（農業、水産養殖業、園
芸又は林業に関するものを除く。）

37H02 ○
除農業水產養殖園藝及林業外的病蟲
害防治服務

3717

37 370144 rental of dishwashing machines ○ 食器洗浄機の貸与 42X13,42X24 ○ 洗碗機出租 3717

37 370145 rental of dish drying machines ○ 食器乾燥機の貸与 42X13,42X24 ○ 烘碗機出租 3717

37 370146 installation of utilities in construction sites ○
工事現場におけるインフラ設備（公
共設備）の設置工事

37A01 ○ 建築工地的公用設施安裝 3701

37 370147 services of electricians ○
電気工事及び電気設備の運転・点
検・整備

37A01,37A03 ○ 電氣工程技師服務 3701、3710

37 370148
installation and repair of flood protection

equipment
○ 洪水防護装置の設置工事及び修理

37A01,37D05,37D15,

37D99
○ 防洪設備安裝及修理 3701

37 370149 snow removal ○ 除雪 37Z99 ○ 除雪 3717

37 370150 refilling of ink cartridges ○ インクカートリッジの補充 37D06,37D10 ○ 墨水匣之再填充 3710

37 370151 charging of electric vehicles ○ 電気自動車への充電 39J02 ○ 電動交通工具充電 3758

37 370152 housekeeping services [cleaning services] ○ 室内清掃 37G02 ○ 家政服務（清潔服務） 3717

37 370153 cell phone battery charging services ○ 携帯電話機のバッテリーへの充電 37D07 ○ 手機電池充電服務 3713

37 370154 tuning of bodies for automobiles ○ 自動車の車体のチューニング 37C03 ○ 車身校正 3705

37 370155
custom installation of exterior, interior and

mechanical parts of vehicles [tuning]
○

受託による乗物の外装、内装及び機
械部品の設置（チューニング）

37C03 ○
車輛外部內部及機械零組件的客製化
安裝（校正）

3705

37 370156 excavation of ruins, other than for archaeology ○ 遺跡の発掘（考古学を除く。） 37A01 ○ 非考古學目的之廢墟挖掘 3701

37 370157
maintenance of elevators [lifts] via remote

monitoring systems
○

遠隔監視システムを介したエレベー
ターの保守

37D02 ○
透過遠端監控系統維修電梯（升降
機）

3709

37 370158 laying of artificial turf ○ 人工芝の敷設 37A01 ○ 人工草皮鋪設 3701

37 370159 hardscaping services ○ 庭園への人工構造物の設置工事 37A01 ○ 庭園硬景觀施工服務 3701

37 370160 rental of portable power chargers ○ 携帯式充電器の貸与 38D01,42X11,42X13 ○ 可攜式電源充電器租賃 3759

37 370161
assembly services relating to the installation

of furniture
○ 家具の設置に関連した組立 37A01 ○ 家具安裝 3729

37 370162 joinery services [repair of woodwork] ○ 建具の木造部分の修理 37E01 ○ 細木工服務（木製品修復） 3701



37 370163 deodorising of upholstery ○ 室内装飾品の脱臭

37C01,37C02,37C03,

37C04,37C05,37E01,

37F99,37G02,37H02,

37H99

○ 座椅及室內裝設品除臭 3717

37 370163 deodorizing of upholstery ○ 室内装飾品の脱臭

37C01,37C02,37C03,

37C04,37C05,37E01,

37F99,37G02,37H02,

37H99

○ 座椅及室內裝設品除臭 3717

37 370164 irradiation of medical instruments ○ 医療機器の照射殺菌 37H03 ○ 醫療器具輻射照射殺菌 3717

37 370165 rental of battery chargers ○ バッテリーチャージャーの貸与 38D01,42X11,42X13 ○ 電池充電器租賃 3759

37 370166 sanitizing of upholstery ○ 室内装飾品の消毒 37H02,37H99 ○ 座椅及室內裝設品消毒 3717

37 370166 sanitising of upholstery ○ 室内装飾品の消毒 37H02,37H99 ○ 座椅及室內裝設品消毒 3717

37 370167 disinfecting of surgical instruments ○ 外科用機器の消毒 37H03 ○ 手術器械消毒 3717

37 370168

information technology consultancy relating to

installation, maintenance and repair of computer

hardware

○

情報技術に関する助言（コンピュー
タハードウェアの設置工事、保守及
び修理に関するもの）

37A01,37D06 ○
與電腦硬體安裝保養及修理有關的
資訊技術諮詢

3703

37 370169 rental of sterilizers for medical instruments ○ 医療用器具の滅菌装置の貸与 42X09 ○ 醫療器具用消毒器出租 3717

37 370169 rental of sterilisers for medical instruments ○ 医療用器具の滅菌装置の貸与 42X09 ○ 醫療器具用消毒器出租 3717

38 380003 radio broadcasting ○ ラジオ放送 38B01 ○ 電台廣播 3802

38 380004 message sending ○ メッセージの送信のための通信 38A01 ○ 訊息傳送 3804

38 380005 television broadcasting ○ テレビジョン放送 38B01 ○ 電視播送 3802

38 380006 transmission of telegrams ○ 電報による通信 38A01 ○ 電報傳送 3804

38 380007 telegraph services ○ 電報による通信 38A01 ○ 電報服務 3804

38 380008 communications by telegrams ○ 電報による通信 38A01 ○ 電報通訊傳輸 3804

38 380009 telephone services ○ 電話による通信 38A01 ○ 電話服務 3804

38 380010 communications by telephone ○ 電話による通信 38A01 ○ 電話通訊傳輸 3804

38 380011 telex services ○ テレックスによる通信 38A01 ○ 電傳服務 3804

38 380012 news agency services ○
報道をする者に対するニュースの供
給

38C01 ○ 通訊社服務 3801

38 380021 cable television broadcasting ○ 有線テレビジョン放送 38B01 ○ 有線電視播送 3802

38 380022 communications by cellular phones ○ 携帯電話機による通信 38A01 ○ 行動電話通訊傳輸 3804

38 380023 communications by computer terminals ○ コンピュータ端末による通信 38A01 ○ 電腦終端機通訊傳輸 3804

38 380024
computer aided transmission of messages and

images
○

コンピュータを利用したメッセージ
及び映像の伝送交換

38A01 ○ 訊息和影像的電腦傳輸 3804

38 380025 transmission of electronic mail ○ 電子メールによる通信 38A01 ○ 電子郵件傳送 3804

38 380026 facsimile transmission ○ ファクシミリによる通信 38A01 ○ 傳真機通訊傳輸 3804

38 380027
providing information in the field of

telecommunications
○ 電気通信に関する情報の提供 38A01,38B01 ○ 提供電信通訊領域資訊 3804

38 380028
paging services [radio, telephone or other means

of electronic communication]
○ 無線呼出し 38A01 ○ 無線呼叫服務 3804

38 380029 rental of message sending apparatus ○ メッセージ送信用通信機器の貸与 38D01 ○ 訊息傳送設備租賃 3804

38 380030 communications by fiber optic networks ○
光ファイバーネットワークによる通
信

38A01 ○ 光纖網路通訊傳輸 3804

38 380030 communications by fibre optic networks ○
光ファイバーネットワークによる通
信

38A01 ○ 光纖網路通訊傳輸 3804

38 380031 rental of facsimile apparatus ○ ファクシミリの貸与 38D01 ○ 傳真設備租賃 3804

38 380032 rental of modems ○ モデムの貸与 38D01 ○ 數據機租賃 3804

38 380033 rental of telecommunication equipment ○ 電気通信装置の貸与 38D01 ○ 電信通訊設備租賃 3804

38 380034 rental of telephones ○ 電話機の貸与 38D01 ○ 電話租賃 3804

38 380035 satellite transmission ○ 衛星による伝送交換 38A01,38B01 ○ 人造衛星傳送 3804

38 380036
electronic bulletin board services

[telecommunications services]
○ 電子掲示板による通信 38A01 ○ 電子佈告欄（電信通訊服務） 3804

38 380037
providing telecommunications connections to a

global computer network
○

電子計算機端末による通信ネット
ワークへの接続の提供

38A01 ○
提供連接全球電腦網路之電信通訊
服務

3804

38 380038 telecommunications routing and junction services ○
仕様の異なる通信ネットワーク間の
接続の提供

38A01 ○
電信通訊路由及連接服務（電信網
路連結服務）

3804

38 380039 teleconferencing services ○ 遠隔会議用通信端末による通信 38A01 ○ 電傳會議服務 3804

38 380040
providing user access to global computer

networks
○

電子計算機端末による通信ネット
ワークへの接続の提供

38A01 ○ 提供使用者進入全球電腦網路通路 3804

38 380041
rental of access time to global computer

networks
○

電子計算機端末による通信ネット
ワークへの接続用回線の時間貸し

38A01 ○ 全球電腦網路進入時間之出租 3804

38 380042
providing telecommunication channels for

teleshopping services
○

テレショッピングのための電気通信
回線（放送を含む。）の提供

38A01,38B01 ○ 為電話購物服務提供電訊頻道 3804

38 380043 providing internet chatrooms ○
インターネット利用のチャットルー
ム形式による電子掲示板通信

38A01 ○ 提供網路聊天室 3804

38 380044 providing access to databases ○ データベースへの接続用回線の提供 38A01 ○ 提供資料庫存取 3804

38 380045 voice mail services ○ ボイスメール通信 38A01 ○ 語音信箱服務 3804

38 380046 transmission of greeting cards online ○
オンラインによるグリーティング
カードの伝送交換

38A01 ○ 線上賀卡傳送 3804

38 380047 transmission of digital files ○ デジタルファイルの伝送交換 38A01 ○ 數位檔案傳送 3804

38 380048 wireless broadcasting ○ 無線放送 38B01 ○ 無線電廣播 3802

38 380049 videoconferencing services ○ ビデオ会議用通信端末による通信 38A01 ○ 視訊會議服務 3804

38 380050 providing online forums ○
オンラインフォーラム形式による通
信

38A01 ○ 提供線上論壇 3804

38 380051 streaming of data ○
ストリーミングによるデータの伝送
交換

38A01 ○ 資料串流傳輸 3804

38 380052 radio communications ○ 無線による電気通信 38A01 ○ 無線電通訊 3804

38 380053 video-on-demand transmission ○ ビデオオンデマンドによる送信 38A01 ○ 隨選視訊傳送 3804

38 380054 transmission of podcasts ○ ポッドキャスト方式による通信 38A01 ○ 播客的傳輸 3804

38 380055 rental of smartphones ○ スマートフォンの貸与 38D01 ○ 智慧型手機租賃 3804

38 380056
geolocation services [telecommunications

services]
○ ジオロケーション（電気通信） 38A01 ○

地理位置定位服務（電信傳輸服
務）

3804

39 390002 escorting of travellers ○ 旅行者の添乗又は案内 42A02 ○ 旅客陪同 3911

39 390003 water supplying ○ 給水 39J03 ○ 供水 3914

39 390004 air transport ○ 航空機による輸送 39D01 ○ 航空運輸 3903

39 390006 ambulance transport ○ 救急車による輸送 39B01 ○ 救護車運輸 3920

39 390007 vehicle breakdown towing services ○ 故障した乗物の牽引 39B01,39C01 ○ 交通工具故障拖吊服務 3920

39 390008 car rental ○ 自動車の貸与 39L02 ○ 汽車出租 3909

39 390009 car transport ○ 自動車による輸送 39B01 ○ 汽車運輸 3901

39 390010 bus transport ○ バスによる輸送 39B01 ○ 公共汽車運輸 3901

39 390011 pleasure boat transport ○ 遊覧船による輸送 39C01 ○ 遊船運輸 3902

39 390012 boat rental ○ 船舶の貸与 39L03 ○ 船舶出租 3909

39 390013 ice-breaking ○ 砕氷 39C01,39F02,39Z99 ○ 破冰 3902

39 390014 hauling ○ 運搬
39A01,39B01,39C01,

39D01,39E02
X 搬運 ―

39 390015 salvage of ships ○ 船舶の救助 39C01,39F02 ○ 船舶救援 3907

39 390016 lighterage services ○ はしけによる輸送 39C01 ○ 駁船服務 3902

39 390017 carting ○ 荷車による輸送 39B01 ○ 貨車運輸 3901

39 390018 railway transport ○ 鉄道による輸送 39A01 ○ 鐵路運輸 3901

39 390019 rental of horses for transportation purposes ○ 輸送のための馬の貸与 39Z99 ○ 運輸目的之馬匹租賃 3909

39 390020 parcel delivery ○ 小荷物の配達
39A01,39B01,39C01,

39D01,39E02
○ 包裹遞送 3906

39 390021 porterage ○ 運送
39A01,39B01,39C01,

39D01,39E02
X 搬運 ―

39 390022 packaging of goods ○ 貨物のこん包 39E01 ○ 貨物包裝 3905

39 390023 shipbrokerage ○
船舶の貸与・売買又は運航の委託の
媒介

39F01 ○ 船舶經紀 3913

39 390024 arranging of cruises ○ 巡航の手配 39F01,42A02 ○ 安排航海旅遊 3911

39 390025 transport services for sightseeing tours ○ 観光ツアーのための輸送
39A01,39B01,39C01,

39D01
○ 觀光旅遊的運輸服務 3901、3902、3903

39 390026 unloading cargo ○ 荷揚げ 39E03 ○ 卸貨 3904

39 390027 delivery of goods ○ 物品の配達
39A01,39B01,39C01,

39D01,39E02
○ 貨物遞送 3906

39 390028 storage of goods ○ 物品の保管 39H01,39H02 ○ 貨物倉儲 3904

39 390030 water distribution ○ 水の配給 39J03 ○ 配水 3914

39 390031 electricity distribution ○ 電気の配給 39J02 ○ 配電 3914



39 390032 operating canal locks ○ 水門の操作 39Z99 ○ 運河水閘營運 3902

39 390033 car park services ○ 駐車場の提供及び管理 39K02,39K06 ○ 停車場 3912

39 390033 parking lot services ○ 駐車場の提供及び管理 39K02,39K06 ○ 停車場 3912

39 390034 storage ○ 保管 39H01,39H02 ○ 倉儲 3904

39 390034 warehousing ○ 倉庫における保管 39H01 ○ 倉儲 3904

39 390035 rental of warehouses ○ 倉庫の貸与 39K01 ○ 倉庫租賃 3904

39 390036 ferry-boat transport ○ フェリーボートによる輸送 39C01 ○ 渡船運輸 3902

39 390037 river transport ○ 河川輸送 39C01 ○ 河川運輸 3902

39 390038 freight [shipping of goods] ○ 船舶による貨物の輸送 39C01 ○ 貨物運送 3906

39 390039 freighting ○ 貨物の輸送
39A01,39B01,39C01,

39D01
○ 貨物運送 3906

39 390040 garage rental ○ ガレージの貸与 39K02 ○ 車庫租賃 3912

39 390041 transport by pipeline ○ パイプラインによる輸送 39Z99 ○ 油管輸送 3914

39 390042 parking place rental ○ 駐車場の貸与 39K02 ○ 停車場租賃 3912

39 390043 frozen-food locker rental ○ 冷凍食品庫の貸与 39K01,39L09 ○ 食品冷凍櫃租賃 3904

39 390043 refrigerator rental ○ 冷蔵庫の貸与 39L09,42X21 ○ 冷藏庫租賃 3904

39 390044 vehicle rental ○ 乗物の貸与
39L02,39L03,39L04,

39L05,39L10,39Z99
○ 交通工具租賃 3909

39 390045 railway coach rental ○ 客車の貸与 39Z99 ○ 鐵路客車車廂出租 3909

39 390046 railway truck rental ○ 無蓋貨車の貸与 39Z99 ○ 鐵路貨車車廂出租 3909

39 390047 transporting furniture ○ 家具の輸送
39A01,39B01,39C01,

39D01
○ 家具運送 3910

39 390048 transport ○ 輸送
39A01,39B01,39C01,

39D01,39Z99
X 運輸 ―

39 390049 boat transport ○ 船舶による輸送 39C01 ○ 船舶運輸 3902

39 390050 arranging of transportation for travel tours ○ 旅行のための輸送の手配
39A01,39B01,39C01,

39D01
○ 旅遊運輸安排 3911

39 390051 passenger transport ○ 旅客輸送
39A01,39B01,39C01,

39D01
○ 乘客運輸 3901、3902、3903

39 390052 piloting ○ 水先案内 39F03 ○ 領航 3902

39 390054 towing ○ 乗物の牽引（曳航） 39B01,39C01 ○ 拖曳 3920

39 390055 refloating of ships ○ 船舶の引揚げ 39F02 ○ 船舶打撈 3907

39 390056 booking of seats for travel ○ 旅行者のための座席の予約 42A02 ○ 為旅遊預訂座位 3911

39 390057 salvaging ○ 海難救助
39C01,39D01,39F02,

39Z99
○ 海難救援 3907

39 390058 taxi transport ○ タクシーによる輸送 39B01 ○ 計程車運輸 3901

39 390059 streetcar transport ○ 路面電車による輸送 39A01,39B01 ○ 電車運輸 3901

39 390059 tram transport ○ 路面電車による輸送 39A01,39B01 ○ 電車運輸 3901

39 390060 freight forwarding ○ 貨物の発送
39A01,39B01,39C01,

39D01,39E02
○ 貨物轉運代理 3913

39 390061 marine transport ○ 海上輸送 39C01 ○ 海運運輸 3902

39 390062 armoured-car transport ○ 装甲車両による輸送 39B01 ○ 裝甲車運輸 3928

39 390062 armored-car transport ○ 装甲車両による輸送 39B01 ○ 裝甲車運輸 3928

39 390063 transport of travellers ○ 旅行者の輸送
39A01,39B01,39C01,

39D01
○ 旅客運輸 3901、3902、3903

39 390064 transport and storage of trash ○ 廃棄物の輸送及び保管
39A01,39B01,39C01,

39D01,39H01
○ 廢棄物運送和存放 3927

39 390064 transport and storage of waste ○ 廃棄物の輸送及び保管
39A01,39B01,39C01,

39D01,39H01
○ 廢棄物運送和存放 3927

39 390065 removal services ○ 引っ越しの請負い 39E04 ○ 搬家服務 3910

39 390071 boat storage ○ 船舶の保管 39K04 ○ 船舶存放 3904

39 390072 freight brokerage ○ 貨物の輸送の媒介又は取次ぎ 39E02 ○ 貨運經紀 3913

39 390072 freight brokerage [forwarding (Am.)] ○ 貨物の輸送の媒介又は取次ぎ 39E02 ○ 貨運經紀 3913

39 390073 transport brokerage ○ 輸送の媒介又は取次ぎ 39E02,39F01,42A02 ○ 運輸經紀 3913

39 390074 chauffeur services ○ （専属）運転の請け負い 39B03 ○ 司機服務 3909

39 390075 courier services [messages or merchandise] ○ メッセージ又は小荷物の速配
39A01,39B01,39C01,

39D01,39E02
○ 快遞服務（書信或商品） 3906

39 390076
providing information relating to storage

services
○ 保管サービスに関する情報の提供 39H01,39H02 ○ 提供倉儲資訊 3904

39 390077 providing transportation information ○ 輸送情報の提供
39A01,39B01,39C01,

39D01,39Z99
○ 提供運輸資訊 3913

39 390078 rental of diving bells ○ 潜水鐘の貸与 39Z99 ○ 潛水鐘租賃 3909

39 390079 rental of diving suits ○ 潜水服の貸与 39Z99 ○ 潛水衣租賃 3909

39 390080 rental of storage containers ○ 保管用コンテナの貸与 39L01 ○ 貨櫃出租 3909

39 390081 rental of vehicle roof racks ○ 乗物用ルーフラックの貸与 39L02 ○ 車頂行李架租賃 3909

39 390082 rescue operations [transport] ○ 救助活動（輸送）
39B01,39C01,39D01,

39F02
○ 救難援助運輸 3920

39 390083 transport reservation ○ 輸送の予約 39E02,39F01,42A02 ○ 運輸預約 3911

39 390084 travel reservation ○ 旅行の予約 42A02 ○ 旅行預約 3911

39 390085 underwater salvage ○ 水中からの船舶の引揚げ 39F02 ○ 水下救援 3907

39 390086 wrapping of goods ○ 物品の包装 39E01 ○ 貨物包裝 3905

39 390087 message delivery ○ メッセージの配達
39A01,39B01,39C01,

39D01,39E02
○ 書信遞送 3906

39 390088 delivery of newspapers ○ 新聞の配達 39Z99 ○ 送報 3917

39 390088 newspaper delivery ○ 新聞の配達 39Z99 ○ 送報 3917

39 390089 delivery of goods by mail order ○
通信販売業者からの受託による商品
の配送

39A01,39B01,39C01,

39D01,39E02
○ 郵購貨物遞送 3906

39 390090 distribution of energy ○ エネルギーの供給 39J01,39J02,39J04 ○ 能源分配 3914

39 390091 rental of motor racing cars ○ レーシングカーの貸与 39L02 ○ 賽車租借 3909

39 390092 rental of wheelchairs ○ 車椅子の貸与 39L10 ○ 輪椅租賃 3909

39 390093 stevedoring ○ 船荷の積み卸し 39E03 ○ 碼頭貨物裝卸 3904

39 390094
physical storage of electronically stored data

or documents
○

電子データを記憶させた記録媒体又
は文書の物理的な保管

39H01,39H02 ○
以電子形式儲存的資料或文件載體
的實體存放

3922

39 390095 launching of satellites for others ○
人工衛星の打ち上げ（他人のための
もの）

39Z99 ○ 為他人提供人造衛星發射 3923

39 390096 flower delivery ○ 花の配達
39A01,39B01,39C01,

39D01,39E02
○ 鮮花遞送 3906

39 390097 franking of mail X ［信書の送達に関する手続き］ ― ○ 郵件的郵資蓋印服務 3906

39 390098 providing traffic information ○ 道路交通情報の提供 39B02 ○ 提供交通資訊 3913

39 390099 rental of freezers ○ 冷凍庫の貸与 39L09,42X21 ○ 冰箱出租 3904

39 390100 bottling services ○ 輸送のためのボトリング 39E01 ○ 裝瓶服務 3905

39 390101 transportation logistics ○ 輸送に関する物流管理
39A01,39B01,39C01,

39D01,39E02,39E03,

39H01,39H02,39Z99

○ 物流運送 3906

39 390102 aircraft rental ○ 航空機の貸与 39L05 ○ 飛機出租 3909

39 390103 barge transport ○ はしけによる輸送 39C01 ○ 駁船運輸 3902

39 390104 motor coach rental ○ バスの貸与 39L02 ○ 大客車出租 3909

39 390105 rental of aircraft engines ○ 航空機用エンジンの貸与 42X19 ○ 飛機引擎出租 3909

39 390106 guarded transport of valuables ○ 貴重品の警備輸送
39A01,39B01,39C01,

39D01
○ 貴重物品之警衛護運 3928

39 390107 rental of navigational systems ○ ナビゲーション装置の貸与 39Z99 ○ 導航系統出租 3909

39 390108 providing driving directions for travel purposes ○
移動のための運転の道順に関する情
報の提供

39B02 ○ 為旅行目的提供行車指引 3911

39 390109 gift wrapping ○ 贈答品の包装 39E01 ○ 禮品包裝 3905

39 390110 rental of tractors ○ トラクターの貸与 39L02 ○ 牽引機出租 3909

39 390111 collection of recyclable goods [transport] ○
リサイクル可能な物品の回収（輸
送）

39A01,39B01,39C01,

39D01,42K01,42K02
○ 可回收再利用物品的收運 3927

39 390112 rental of electric wine cellars ○ 電気式ワインセラーの貸与 39L09,42X21 ○ 電子儲酒櫃出租 3904

39 390113 cash replenishment of automated teller machines ○ 現金自動預払機への現金補充 39B01,39Z99 ○ 自動櫃員機現金補充 3928

39 390114 car sharing services ○ 相乗り方式による自動車による輸送 39B01 ○ 汽車共享服務 3909

39 390115 replenishment of vending machines ○ 自動販売機の補充 39B01,39Z99 ○ 販賣機補充 3929

39 390116 luggage storage ○ 荷物の一時預かり 39H02 ○ 行李寄存 3904



39 390117
arranging of passenger transportation services

for others via an online application
○

オンライン申請による乗客の輸送の
手配

39A01,39B01,39C01,

39D01
○ 線上安排乘客運輸服務 3911

39 390118 piloting of civilian drones ○ 民間用ドローンの操縦 39D01 ○ 民用無人機的駕駛 3903

39 390119
arranging for travel visas and travel documents

for persons travelling abroad
○

海外旅行者のための査証及び渡航用
書類の手配

42A02 ○
為出國旅行者安排旅行簽證和旅行
證件

3911

39 390120 carpooling services ○ 相乗り方式による自動車による輸送 39B01 ○ 共乘服務 3901

39 390121 temporary storage of keys ○ 鍵の一時保管 39H02 ○ 鑰匙暫時寄存 3904

39 390122 rental of photography drones ○ 写真撮影用ドローンの貸与 39L05 ○ 攝影用無人機出租 3909

39 390124
collection of domestic and industrial waste and

trash
○ 家庭及び産業廃棄物の収集 42K01,42K02 ○ 家庭及工業廢棄物與垃圾的收集 3927

39 390125 rental of storage lockers ○ 保管用ロッカーの貸与 39Z99 ○ 儲物櫃出租 3904

39 390126
locating and tracking of people for

transportation purposes
○

輸送のための人の位置情報の提供及
び追跡

39A01,39B01,39C01,

39D01
○ 運輸目的定位及追蹤人員 3913

39 390127 services for transporting legal documents ○ 法的文書の送達
39A01,39B01,39C01,

39D01,39E02
○ 法律文件遞送服務 3906

39 390128 cable car transport ○ ケーブルカーによる輸送 39A01 ○ 纜車運輸 3926

39 390129
rental of safety seats for children, for

vehicles
○ 乗物用の子供用安全シートの貸与 39L02,39Z99 ○ 車輛用兒童安全座椅出租 3909

39 390130 cloakroom services ○ 手荷物の一時預かり 39H02 ○ 衣帽間服務 3904

39 390130 coat check services ○ 手荷物の一時預かり 39H02 ○ 外套寄放服務 3904

39 390131 rental of surveillance drones ○ 監視用ドローンの貸与 39L05 ○ 監控用無人機出租 3909

39 390132 rental of security drones ○ 警備用ドローンの貸与 39L05 ○ 安全用無人機岀租 3909

39 390133
locating and tracking of cargo for

transportation purposes
○

輸送のための貨物の位置情報の提供
及び追跡

39A01,39B01,39C01,

39D01,39E02
○ 運輸目的定位及追蹤貨物 3913

39 390134 transport of captured carbon dioxide for others ○
他人のための回収した二酸化炭素の
輸送

39A01,39B01,39C01,

39D01,39Z99
○ 為他人運輸捕獲的二氧化碳 3927

39 390135 storage of captured carbon dioxide for others ○
他人のための回収した二酸化炭素の
保管

39H01 ○ 為他人儲存捕獲的二氧化碳 3927

39 390136 car subscription services ○ 定額制による自動車の貸与 39L02 ○ 汽車訂閱服務 3909

40 400001 abrasion ○ 研磨
40C01,40C02,40C03,

40C04,40C06,40C10
○ 研磨 4005、4008

40 400002 processing of cinematographic films ○ 映画用フィルムの現像 40D01 ○ 電影底片沖洗 4001

40 400003 air purification ○ 空気の浄化処理 40Z99 ○ 空氣淨化 4004

40 400004 magnetization ○ 磁化加工 40C01 ○ 磁化 4005

40 400005 applying finishes to textiles ○ 織物の仕上げ加工 40A01 ○ 紡織品整飾加工 4009

40 400006 paper finishing ○ 紙の仕上げ加工 40C05 ○ 紙品修整加工 4023

40 400007 silver plating ○ 銀めっき 40C01 ○ 鍍銀 4008

40 400008 fabric bleaching ○ 布地の漂白処理 40A01 ○ 織物漂白 4009

40 400009 woodworking ○ 木材の加工 40C04 ○ 木器定製 4012

40 400010 cloth edging ○ 布地の縁取り 40B01 ○ 車布邊 4009

40 400011 soldering ○ はんだ付け 40C01 ○ 焊接 4008

40 400012 dressmaking ○ 洋服の仕立て 40B01 ○ 女裝裁縫 4003

40 400013 cadmium plating ○ カドミウムめっき 40C01 ○ 鍍鎘 4008

40 400014 permanent-press treatment of fabrics ○ 布地の耐久プレス加工 40A01 ○ 織物免燙處理 4009

40 400015 firing pottery ○ 陶器の焼成 40C03 ○ 陶器燒製 4005

40 400015 pottery firing ○ 陶器の焼成 40C03 ○ 陶器燒製 4005

40 400016 shoe staining ○ 靴の染色 40A01 ○ 染鞋 4009

40 400017 chromium plating ○ クロムめっき 40C01 ○ 鍍鉻 4008

40 400018 metal plating ○ 金属めっき 40C01 ○ 金屬電鍍 4008

40 400019 leather staining ○ 革の染色処理 40A01 ○ 皮革染色 4009

40 400020 fur conditioning ○ 毛皮の柔軟加工 40A01 ○ 毛皮定型處理 4009

40 400021 cloth cutting ○ 布地の裁断 40B01 ○ 布料裁剪 4009

40 400022 pattern printing ○ 捺染加工 40A01 ○ 樣本印刷 4023

40 400023 photographic film development ○ 写真用フィルムの現像 40D01 ○ 照相底片沖洗 4001

40 400024 gilding ○ 金被覆 40C01 ○ 鍍金 4008

40 400025 water treating ○ 浄水処理 40F01 ○ 水質處理 4004

40 400026 electroplating ○ 電気めっき 40C01 ○ 電鍍 4008

40 400027 tin plating ○ すずめっき 40C01 ○ 鍍錫 4008

40 400028 custom fashioning of fur ○ 毛皮の注文仕立て 40B01 ○ 毛皮定製 4026

40 400029 blacksmithing ○ 鍛冶 40C01 ○ 金屬鍛造 4008

40 400030 fur mothproofing ○ 毛皮の防虫加工 40A01 ○ 毛皮防蛀處理 4009

40 400031 millworking ○ フライス削り 40C01 ○ 碾磨加工 4011

40 400032 fruit crushing ○ 果実の圧搾 40C09 ○ 水果壓榨 4011

40 400033 food smoking ○ 食品のくん製 40C09 ○ 食物燻製 4011

40 400034 galvanization ○ 亜鉛めっき 40C01 ○ 鍍鋅 4008

40 400035 engraving ○ 木・金属・石の彫刻 40C01,40C04,40C06 ○ 雕刻 4012

40 400036 cloth waterproofing ○ 布地の防水加工 40A01 ○ 布料防水處理 4009

40 400036 fabric waterproofing ○ 織物の防水加工 40A01 ○ 織物防水處理 4009

40 400037 cloth fireproofing ○ 布地の耐火加工 40A01 ○ 布料耐火處理 4009

40 400037 fabric fireproofing ○ 織物の耐火加工 40A01 ○ 織物耐火處理 4009

40 400037 textile fireproofing ○ 織物の耐火加工 40A01 ○ 紡織品耐火處理 4009

40 400038 crease-resistant treatment for clothing ○ 被服の防皺加工 40A01 ○ 衣服防皺處理 4009

40 400039 wool treating ○ 羊毛の加工処理 40A01 ○ 羊毛處理 4009

40 400040 laminating ○ ラミネート加工
40C01,40C02,40C04,

40C05
○ 金屬薄片輾壓 4008

40 400041 grinding ○ 研磨
40C01,40C02,40C03,

40C04,40C06,40C10
○ 研磨 4005、4008

40 400042 metal treating ○ 金属の加工処理 40C01 ○ 金屬處理 4008

40 400043 metal tempering ○ 焼き戻し 40C01 ○ 金屬回火 4008

40 400044 flour milling ○ 製粉 40C09 ○ 麵粉碾磨 4011

40 400045 nickel plating ○ ニッケル被覆 40C01 ○ 鍍鎳 4008

40 400046 warping [looms] ○ 織機の整経 40A01 ○ 織布機整經 4009

40 400047 skin dressing ○ 皮の仕上げ加工 40A01 ○ 皮革修飾 4009

40 400048 burnishing by abrasion ○ バニシング仕上げ加工 40C01 ○ 研磨拋光 4005、4008

40 400049 bookbinding ○ 製本 40E01 ○ 書籍裝訂 4023

40 400050 planing of materials ○ 材料の平削り
40C01,40C02,40C03,

40C04,40C06,40C08
X 材料刨削處理 ―

40 400051 saddlery working ○ 馬具の加工 40H99 ○ 馬具加工 4026

40 400052 sawing of materials ○ 材料ののこ引き
40C01,40C02,40C03,

40C04,40C05,40C06,

40C08

X 材料鋸切處理 ―

40 400053 custom tailoring ○ 裁縫 40B01 ○ 服裝定製裁縫 4003

40 400054 tanning ○ タンニンなめし 40A01 ○ 鞣皮處理 4009

40 400055 taxidermy ○ 剥製 40C07 ○ 動物標本剝製 4005

40 400056 dyeing services* ○ 染色 40A01 ○ 染色服務* 4009

40 400057 textile dyeing ○ 織物の染色 40A01 ○ 紡織品染色 4009

40 400058 cloth treating ○ 布地の処理 40A01 ○ 布料處理 4009

40 400058 textile treating ○ 織物の処理 40A01 ○ 紡織品處理 4009

40 400059 textile mothproofing ○ 織物の防虫加工 40A01 ○ 紡織品防蛀處理 4009

40 400060 cloth dyeing ○ 布地の染色 40A01 ○ 布料染色 4009

40 400061 paper treating ○ 紙の加工 40C05 ○ 紙張處理 4005

40 400062 glass-blowing ○ ガラス器の製造加工 40H99 ○ 玻璃吹製 4005

40 400063 embroidering ○ 刺しゅう 40B01 ○ 刺繡 4003

40 400064 leather working ○ 革の加工 40A01 ○ 皮革加工 4009

40 400065 window tinting treatment being surface coating ○ 窓ガラス表面の着色加工 40H99 ○ 窗戶表面著色塗層處理 4005

40 400066 food and drink preservation ○ 食品及び飲料の保存加工 40C09 ○ 食物和飲料保存處理 4011

40 400067 timber felling and processing ○ 木材の伐採及び加工 40C04 ○ 樹木砍伐及處理 4016

40 400068 recycling of waste and trash ○ 廃棄物の再生 40F02 ○ 廢棄物及垃圾再生處理 4004

40 400069 cloth pre-shrinking ○ 布地の防縮加工 40A01 ○ 布料防縮處理 4009

40 400070 fur glossing ○ 毛皮の光沢加工 40A01 ○ 毛皮光澤處理 4009

40 400071 fur satining ○ 毛皮の光沢加工 40A01 ○ 毛皮鍛面處理 4009

40 400072 fur dyeing ○ 毛皮の染色 40A01 ○ 毛皮染色 4009

40 400081 air deodorizing ○ 空気の脱臭処理 40Z99 ○ 空氣除臭 4004

40 400081 air deodorising ○ 空気の脱臭処理 40Z99 ○ 空氣除臭 4004



40 400082 air freshening ○ 空気の清浄処理 40Z99 ○ 空氣清淨 4004

40 400083 custom assembling of materials for others ○ 受託による材料の組立加工 40H99 X 為他人的材料做客製化組裝 ―

40 400084 framing of works of art ○ 美術品用額縁の加工 40H99 ○ 藝術品裝框 4006

40 400085 gold plating ○ 金めっき 40C01 ○ 鍍金 4008

40 400086 laser scribing ○ レーザースクライビング加工 40C01 ○ 雷射劃線 4005

40 400087
providing information relating to material

treatment
○ 材料処理に関する情報の提供 40K01 ○ 提供材料處理資訊 4019

40 400088 optical glass grinding ○ 光学ガラスの研磨 40H99 ○ 光學玻璃研磨 4005

40 400089 photographic printing ○ 写真の焼付け 40D01 ○ 照相印刷 4023

40 400090 photogravure ○ グラビア製版 40H02 ○ 照相凹版印刷 4023

40 400091 processing of oil ○ 油の加工 40C09,40H99 ○ 油料加工 4027

40 400092 quilting ○ キルティング加工 40B01 ○ 縫被子 4003

40 400093 refining services ○ 金属・原油・砂糖・塩の精製 40C01,40C09,40H99 ○ 精煉服務 4008

40 400094 slaughtering of animals ○ と殺 40C09 ○ 動物屠宰 4010

40 400095 stripping finishes ○ 表面削磨仕上げ加工
40C01,40C02,40C03,

40C04,40C06,40C10
○ 剝除塗層 4005

40 400097 waste treatment [transformation] ○ 廃棄物の変形処理 40F02 ○ 廢棄物變化處理 4004

40 400098 clothing alteration ○ 被服の寸法直し 40B01 ○ 服裝修改 4003

40 400099 boilermaking ○ ボイラーの製造 40C01 ○ 鍋爐定製 4026

40 400100 metal casting ○ 金属の鋳造 40C01 ○ 金屬鑄造 4008

40 400101 vulcanization [material treatment] ○ 加硫処理 40C02 ○ 材料硫化處理 4005

40 400102 services of a dental technician ○ 歯の技工 40C10 ○ 牙體技術師服務 4026

40 400103 production of energy ○ ガス・電気・熱エネルギーの生産 40H99 ○ 能源生產 4027

40 400104 rental of electricity generators ○ 発電機の貸与 42X13 ○ 發電機租賃 4025

40 400105 destruction of waste and trash ○ 廃棄物の破砕処理 42K01,42K02 ○ 廢棄物及垃圾銷毀 4004

40 400106 incineration of waste and trash ○ 廃棄物の焼却処理 42K01,42K02 ○ 廢棄物及垃圾焚化 4004

40 400107 colour separation services ○
染色・印刷のためのカラーデータの
色彩分離

40H99 ○ 分色服務 4005

40 400108 key cutting ○ 鍵の切削加工 40H99 ○ 鑰匙切割 4024

40 400109 decontamination of hazardous materials ○ 危険物の除去
37G06,40F01,42K01,

42K02
○ 消除有害物質之污染 4004

40 400110 lithographic printing ○ 石版印刷 42F01 ○ 平版印刷 4023

40 400111 printing ○ 印刷 42F01 ○ 印刷 4023

40 400112 knitting machine rental ○ 編機の貸与 42X01 ○ 編織機租賃 4025

40 400113 offset printing ○ オフセット印刷 42F01 ○ 膠印印刷 4023

40 400114 photocomposing services ○ 写真植字 42F01 ○ 照相排版服務 4023

40 400115 silkscreen printing ○ シルクスクリーン印刷 42F01 ○ 絹印印刷 4023

40 400116
sorting of waste and recyclable material

[transformation]
○ 廃棄物及び再生品の分別 42K01,42K02 ○

廢棄物及可再回收材料之分類（變
化）

4004

40 400117 freezing of foods ○ 食品の冷凍加工 40C09 ○ 食物冷凍 4011

40 400118 rental of air-conditioning apparatus ○ エアーコンディショナーの貸与 42X13,42X22 ○ 空調設備租賃 4025

40 400119 rental of space heating apparatus ○ 暖房装置の貸与 42X13,42X22 ○ 空間暖器設備租賃 4025

40 400120 fulling of cloth ○ 布地の縮絨 37F02,40A01 ○ 布料縮絨 4009

40 400121 cryopreservation services ○ 生体組織の凍結加工 40C10,40H99 ○ 超低溫冷凍服務（生命科學） 4029

40 400122 sandblasting services ○ サンドブラスト加工
40C01,40C02,40C03,

40C04,40C05,40C06,

40C08,40H99

○ 噴砂處理服務 4030

40 400123 rental of boilers ○ ボイラーの貸与 42X19 ○ 鍋爐出租 4025

40 400124 upcycling [waste recycling] ○
アップサイクリング（廃棄物の再
生）

40F02 ○ 回收廢棄物的升級再造 4004

40 400125 welding services ○ 溶接 40C01 ○ 焊接 4008

40 400126 tinting of car windows ○ 車の窓ガラスの着色加工 37C03,40H99 ○ 車窗著色 4005

40 400127 custom 3D printing for others ○ 受託による３Ｄプリント加工
40C01,40C02,40C03,

40C04,40C05,40C06,

40H99

○ 3Ｄ列印定製 4026

40 400128 beer brewing for others ○ 受託によるビールの醸造 40C09 ○ 為他人釀造啤酒 4026

40 400129 custom manufacturing of bread ○ 受託によるパンの製造 40C09 ○ 麵包定製 4026

40 400130 pasteurizing of food and beverages ○ 飲食物の低温殺菌 40C09 ○ 食品和飲料的巴氏殺菌 4011

40 400130 pasteurising of food and beverages ○ 飲食物の低温殺菌 40C09 ○ 食品和飲料的巴氏殺菌 4011

40 400131 wine making for others ○ 他人のためのぶどう酒の醸造 40C09 ○ 為他人釀造葡萄酒 4026

40 400132 consultancy in the field of wine making ○ ぶどう酒の醸造に関する助言 40C09 ○ 釀造葡萄酒諮詢 4026

40 400133 custom manufacturing of boats ○ 受託によるボートの製造 40H99 ○ 小船定製 4026

40 400134 distillation services X ［蒸留］ ― ○ 蒸餾服務 4031

40 400135
rental of industrial robots for use in

manufacturing
○

製造に用いるための工業用ロボット
の貸与

37J01,39L01,39L07,

40J03,40Z99
○ 製造用工業機器人租賃 4025

40 400136 custom manufacturing of aircraft ○ 受託による航空機の製造 40H99 ○ 飛機定製 4026

40 400137
joinery services [custom manufacturing of

woodwork]
○ 建具の木造部分の受託製造 40C04,40H99 ○ 細木工服務（木製品定製） 4012

40 400138
cheese processing services in the nature of

ripening, maturing and aging of cheese
○

チーズの熟成の性質を有するチーズ
の加工

40C09 ○ 乳酪熟成加工服務 4011

40 400139 crushing of concrete ○ コンクリートの粉砕 42K01,42K02 ○ 混凝土壓碎處理 4004

40 400140 irradiation of food ○ 食品の照射殺菌 40C09 ○ 食品輻射照射處理 4011

40 400141 rental of batteries ○ 蓄電池の貸与 42X13 ○ 電池租賃 4025

41 410002 academies [education] ○ 専門学校における教育 41A01 ○ 學校教育服務 4103

41 410003 amusement park services ○ 遊園地の提供 41K01 ○ 遊樂園服務 4106

41 410004 entertainment services ○ 娯楽の提供

41E01,41E02,41E03,

41E04,41E05,41F01,

41F06,41G01,41G02,

41G03,41G04,41K01

○ 娛樂服務 4106

41 410005 animal training ○ 動物の調教 41B01 ○ 動物訓練服務 4117

41 410006 rental of cinematographic apparatus ○ 映画機械器具の貸与 41M01 ○ 電影放映設備出租 4113

41 410007 entertainer services ○ 芸人による演芸の上演 41E03 ○ 藝人表演服務 4112

41 410008 movie studio services ○ 映画スタジオの提供 41H01 ○ 電影製片廠服務 4113

41 410009 presentation of circus performances ○ サーカスの上演 41E03 ○ 馬戲團表演 4106

41 410010
organization of competitions [education or

entertainment]
○

教育又は娯楽に関する競技会の企
画・運営

41A03,41F06 ○ 籌辦教育或娛樂競賽 4108

41 410011 correspondence courses ○ 通信教育による知識の教授 41A01 ○ 函授課程 4103

41 410012 physical education ○ 体育の教授 41A01 ○ 體育教育 4103

41 410013 rental of show scenery ○ 舞台背景の貸与 41M99 ○ 表演佈景租賃 4113

41 410014 providing recreation facilities ○ レクリエーション施設の提供 41J01,41K01 ○ 提供休閒設施 4106

41 410015 radio entertainment ○ ラジオ放送用娯楽番組の制作・配給 41E04 ○ 廣播娛樂節目製作 4109

41 410016 publication of texts, other than publicity texts ○ 書籍の制作（広告物を除く。） 41D01 ○ 文字出版（廣告宣傳本除外） 4101

41 410017 educational services ○ 知識又は技芸の教授 41A01 ○ 教育服務 4103

41 410017 instruction services ○ 知識又は技芸の教授 41A01 ○ 培訓服務 4103

41 410017 teaching ○ 知識の教授 41A01 ○ 教學 4103

41 410018 rental of sound recordings ○ 録音済み記録媒体の貸与 41M06 ○ 唱片租賃 4115

41 410019 rental of motion pictures ○ 映画上映用データの貸与 41M01 ○ 電影片租賃 4115

41 410020 film production, other than advertising films ○
映画の制作（広告用映画の制作を除
く。）

41E02 ○ 除廣告片外的影片製作 4109

41 410021 gymnastic instruction ○ 体操の教授 41A01 ○ 體操訓練 4103

41 410023 lending library services ○ 図書の貸出し 41C02 ○ 圖書出借 4102

41 410024 publication of books ○ 書籍の制作 41D01 ○ 書籍出版 4101

41 410025 rental of radio and television sets ○
ラジオ受信機及びテレビジョン受像
機の貸与

41M04 ○ 收音機及電視機出租 4113

41 410026 production of radio and television programmes ○
ラジオ及びテレビジョンの番組の制
作

41E04 ○ 廣播及電視節目製作 4109

41 410027 presentation of variety shows ○ バラエティーショーの上演 41E03 ○ 綜藝表演 4112

41 410028 orchestra services ○ オーケストラによる演奏 41E03 ○ 管弦樂隊服務 4112

41 410029 theatre productions ○ 演劇の上演 41E03 ○ 戲劇製作 4109

41 410030 production of shows ○ ショーの演出 41E03 ○ 表演節目製作 4109

41 410031 television entertainment ○
テレビジョン放送用娯楽番組の制
作・配給

41E04 ○ 電視娛樂節目製作 4109

41 410032 rental of stage scenery ○ 舞台背景の貸与 41M99 ○ 舞台佈景租賃 4113

41 410033 zoological garden services ○ 動物園の提供 41C01 ○ 動物園服務 4106

41 410035 providing sports facilities ○ 運動施設の提供 41J01 ○ 提供運動設施 4106

41 410036 modelling for artists ○ 美術用モデルの実演 41Z99 ○ 為藝術家提供模特兒 4112



41 410041 bookmobile services ○
移動図書館における図書の供覧及び
貸与

41C02 ○ 流動圖書館 4105

41 410041 mobile library services ○
移動図書館における図書の供覧及び
貸与

41C02 ○ 流動圖書館 4105

41 410042 providing casino facilities [gambling] ○ カジノ施設の提供 41K01 ○ 提供賭場設施 4106

41 410044 arranging and conducting of colloquiums ○ 討論会の手配及び運営 41A03 ○ 安排及舉行學術討論會 4108

41 410045 arranging and conducting of conferences ○ 会議の手配及び運営 41A03 ○ 安排及舉行會議 4108

41 410046 arranging and conducting of congresses ○ 議会の手配及び運営 41A03 ○ 安排及舉行大型會議 4108

41 410047 discotheque services ○ ディスコの提供 41K01 ○ 迪斯可舞廳 4106

41 410048 providing information in the field of education ○ 教育の分野における情報の提供 41A01 ○ 提供教育領域資訊 4103

41 410049 educational examination ○ 教育上の試験の実施 41A01 ○ 教育考試 4103

41 410050
providing information in the field of

entertainment
○ 娯楽分野における情報の提供

41E01,41E02,41E03,

41E04,41E05,41F01,

41F06,41G01,41G02,

41G03,41G04,41K01

○ 提供娛樂領域資訊 4106

41 410051
organization of exhibitions for cultural or

educational purposes
○

文化又は教育のための展示会の企
画・運営

41A03,41F06 ○ 籌辦文化或教育目的之展覽 4108

41 410052 gambling services X ［賭博の提供］ ― X 賭博服務 ―

41 410053 providing golf facilities ○ ゴルフ施設の提供 41J01 ○ 提供高爾夫球設施 4106

41 410054
health club services [health and fitness

training]
○

ヘルスクラブの提供（健康及び
フィットネスのためのトレーニン
グ）

41J01 ○
健身俱樂部服務（健身和體能訓
練）

4106

41 410055 holiday camp services [entertainment] ○
ホリデイキャンプの企画・運営又は
開催

41F06 ○ 假期露營服務（娛樂） 4106

41 410056 presentation of live performances ○
演芸の上演、演劇の上演、音楽の演
奏

41E03 ○ 現場表演 4112

41 410057 cinema presentations ○ 映画の上映 41E02 ○ 電影院 4106

41 410057 movie theatre presentations ○ 映画の上映 41E02 ○ 電影院 4106

41 410058 nursery schools ○ 幼児教育 41A01 ○ 幼兒園 4103

41 410059 organization of sports competitions ○ 運動競技会の企画・運営 41F01 ○ 舉辦運動競賽 4108

41 410060 party planning [entertainment] ○ パーティの企画 41F06 ○ 派對籌劃（娛樂） 4108

41 410061 practical training [demonstration] ○ 実地教育 41A01 ○ 實地訓練（示範） 4103

41 410062 providing museum facilities ○ 美術館の施設の提供 41K02 ○ 提供博物館設施 4105

41 410063 recording studio services ○ 録音用スタジオの提供 41H01 ○ 錄音工作室服務 4113

41 410064
providing information relating to recreational

activities
○

レクリエーション活動に関する情報
の提供

41E01,41E02,41E03,

41E04,41E05,41F01,

41F06,41G01,41G02,

41G03,41G04,41K01

○ 提供娛樂活動資訊 4106

41 410065 rental of skin diving equipment ○ スキンダイビング用具の貸与 41M03 ○ 浮潛裝備租賃 4114

41 410066 rental of sports equipment, except vehicles ○
運動用具の貸与（「乗物」を除
く。）

41M03 ○ 運動設備租賃（車輛除外） 4114

41 410067 rental of stadium facilities ○ 競技場の提供 41J01 ○ 體育場設施租賃 4106

41 410068 rental of video cassette recorders ○ ビデオデッキの貸与 41M04 ○ 卡帶式錄影機租賃 4113

41 410069 rental of videotapes ○ 録画済みビデオテープの貸与 41M06 ○ 錄影帶租賃 4115

41 410070 arranging and conducting of seminars ○ セミナーの手配及び運営 41A03 ○ 安排及舉行研討會 4108

41 410071 sport camp services ○
スポーツキャンプの企画・運営又は
開催

41F06 ○ 運動營服務 4103

41 410072 arranging and conducting of symposiums ○ シンポジウムの手配及び運営 41A03 ○ 安排及舉行座談會 4108

41 410073 timing of sports events ○ 運動競技の計時 41J01 ○ 運動會競賽計時 4108

41 410075 boarding school education ○ 全寮制学校における教育 41A01 ○ 寄宿學校教育 4103

41 410076 arranging and conducting of workshops [training] ○ 研修会の手配及び管理 41A03 ○ 安排及舉行講習會 4108

41 410077 arranging of beauty contests ○ ビューティーコンテストの手配 41F06 ○ 選美競賽安排 4108

41 410078 booking of seats for shows ○ 興行場の座席の予約 41L01 ○ 表演座位預訂 4108

41 410079 dubbing ○ 録音又は録画済み記録媒体の複製 40D01 ○ 配音 4109

41 410080 religious education ○ 宗教教育 41A01 ○ 宗教教育 4103

41 410081 organization of lotteries ○ 当せん金付証票の企画・運営 36G01 ○ 彩券籌劃 4119

41 410082 organization of balls ○ 舞踏会の企画・運営 41F06 ○ 舞會安排 4108

41 410083 organization of shows [impresario services] ○ 興行（歌劇・音楽会）の企画・運営 41E01 ○ 籌辦表演（經理人服務） 4108

41 410084 providing amusement arcade services ○ ゲームセンターの提供 41K01 ○ 提供遊樂場服務 4106

41 410085 rental of audio equipment ○ オーディオ装置の貸与 41M04 ○ 音響設備租賃 4113

41 410086
rental of lighting apparatus for theatrical sets

or television studios
○

舞台装置又はテレビスタジオ用照明
装置の貸与

41M99 ○ 劇院或電視攝影棚燈光設備租賃 4113

41 410087 rental of tennis courts ○ テニス場の提供 41J01 ○ 網球場租賃 4106

41 410088 rental of camcorders ○ ビデオカメラの貸与 41M04 ○ 攝錄影機租賃 4113

41 410088 rental of video cameras ○ ビデオカメラの貸与 41M04 ○ 攝錄影機租賃 4113

41 410089
scriptwriting, other than for advertising

purposes
○

脚本の作成（広告用のものを除
く。）

41E02,41E03,41E04 ○ 除廣告目的外的劇本編寫 4109

41 410090 videotape editing ○ ビデオテープの編集 40D01 ○ 錄影帶剪輯 4109

41 410091
online publication of electronic books and

journals
○

オンラインで提供される電子書籍及
び電子定期刊行物の制作

41D01 ○ 電子書籍及期刊之線上出版 4101

41 410092 electronic desktop publishing ○
コンピュータを利用して行う書籍の
制作

41D01 ○ 電子桌面出版 4101

41 410093 subtitling ○ 字幕付け
41E02,41E03,41E04,

41E05
○ 配字幕 4109

41 410094
game services provided online from a computer

network
○ オンラインによるゲームの提供 41K01,41Z99 ○ 提供線上遊戲服務（由電腦網路） 4106

41 410095 karaoke services ○ カラオケ施設の提供 41K01 ○ 提供卡拉ＯＫ服務 4106

41 410097 music composition services ○ 受託による作曲 41E05 ○ 音樂作曲服務 4109

41 410098 nightclub services [entertainment] ○ ナイトクラブの提供 41K01 ○ 夜總會娛樂服務 4106

41 410099
providing online electronic publications, not

downloadable
○

オンラインによる電子出版物の提供
（ダウンロードできないものに限
る。）

41C02 ○ 提供不可下載之線上電子刊物 4101

41 410100 photographic reporting ○ 写真による報道 42G99 ○ 攝影報導 4122

41 410101 photography ○ 写真の撮影 42E01 ○ 攝影 4121

41 410102
vocational guidance [education or training

advice]
○ 職業訓練 41A01 ○ 職業輔導（教育或訓練上的建議） 4103

41 410103 news reporters services ○
ニュースレポーターによる取材・報
告

42Z99 ○ 新聞記者採訪報導服務 4122

41 410104 translation ○ 翻訳 42S01 ○ 翻譯 4101

41 410105 sign language interpretation ○ 手話通訳 42S01 ○ 手語翻譯 4120

41 410106 videotaping ○ ビデオテープへの収録 42E01 ○ 錄影帶錄製 4109

41 410182 microfilming ○ マイクロフィルムへの記録 42E01 ○ 微縮攝影 4121

41 410183 ticket agency services [entertainment] ○ 興行におけるチケットの手配 41L01 ○ 娛樂票務代理服務 4108

41 410184 writing of texts* ○ 文章の執筆 41E05 ○ 文字撰寫* 4101

41 410185 arranging and conducting of concerts ○ コンサートの企画又は運営 41E01 ○ 安排及舉行音樂會 4108

41 410186 calligraphy services ○ カリグラフィーの制作 41E05 ○ 書法服務 4101

41 410187
layout services, other than for advertising

purposes
○

出版物のレイアウト（広告物を除
く。）

41D01,42Z99 ○ 除廣告以外的版面設計 4101

41 410188
organization of fashion shows for entertainment

purposes
○

ファッションショーの企画・運営
（娯楽のためのもの）

41F06 ○ 為娛樂目的籌辦時裝表演 4108

41 410189 coaching [training] ○ コーチング（訓練） 41A01 ○ 輔導（訓練） 4103

41 410190 rental of sports grounds ○ 運動場の提供 41J01 ○ 運動場出租 4106

41 410191 disc jockey services ○

ディスクジョッキーによる音楽の実
演又はその演出、放送番組における
司会・演出

41E03,41E04,41E06 ○ 音樂節目主持服務 4112

41 410192 language interpretation ○ 通訳 42S01 ○ 口譯 4101

41 410193 personal trainer services [fitness training] ○
個人指導（フィットネストレーニン
グ）

41A01 ○ 私人健身教練服務 4103

41 410194 conducting fitness classes ○ フィットネスの教授 41A01 ○ 健身指導課程 4103

41 410195 vocational retraining ○ 職業に関する再訓練 41A01 ○ 職業再培訓 4103

41 410196 production of music ○ 音楽のプロデュース（企画・制作） 41E05 ○ 音樂製作 4109

41 410197 toy rental ○ おもちゃの貸与 41M08 ○ 玩具租賃 4116

41 410198 games equipment rental ○ ゲーム用具の貸与 41M08 ○ 遊戲設備租賃 4116

41 410199 educational services provided by schools ○ 学校による教育の提供 41A01 ○ 學校提供的教育服務 4103



41 410200 providing online music, not downloadable ○
オンラインによる音楽の提供（ダウ
ンロードできないものに限る。）

41E03 ○ 提供不可下載之線上音樂 4106

41 410201 providing online videos, not downloadable ○
オンラインによる映像の提供（ダウ
ンロードできないものに限る。）

41E02 ○ 提供不可下載之線上影片 4106

41 410202 tutoring ○ 個人に対する知識の教授 41A01 ○ 家教 4103

41 410203
arranging and conducting of in-person

educational forums
○ 教育フォーラムの手配及び運営 41A03 ○ 安排及舉行面對面的教育討論會 4108

41 410204 songwriting ○ 受託による作詞及び作曲 41E05 ○ 歌曲寫作 4109

41 410205 screenplay writing ○ 映画の脚本の作成 41E02 ○ 電影劇本編寫 4109

41 410206 conducting guided tours ○ ガイド付き見学ツアーの実施 41F06 ○ 導覽服務 4123

41 410207 training services provided via simulators ○ シミュレーターを使った訓練 41A01 ○ 藉由模擬訓練裝置提供培訓服務 4103

41 410208
providing films, not downloadable, via video-on-

demand services
○

ビデオオンデマンドによるダウン
ロード不可能な映画の配給

41E02 ○ 藉由隨選視訊提供不可下載之影片 4106

41 410209
providing television programmes, not

downloadable, via video-on-demand services
○

ビデオオンデマンドによるダウン
ロード不可能なテレビジョン番組の
配給

41E04 ○
藉由隨選視訊提供不可下載之電視
節目

4106

41 410209
providing television programs, not downloadable,

via video-on-demand services
○

ビデオオンデマンドによるダウン
ロード不可能なテレビジョン番組の
配給

41E04 ○
藉由隨選視訊提供不可下載之電視
節目

4106

41 410210 sado instruction [tea ceremony instruction] ○ 茶道の教授 41A01 ○ 茶道教導 4103

41 410211 aikido instruction ○ 合気道の教授 41A01 ○ 合氣道教導 4103

41 410212 rental of artwork ○ 美術品の貸与 41M09 ○ 藝術品出租 4105

41 410213 rental of indoor aquaria ○
水生動植物入りの室内飼育観賞用水
槽の貸与

41M99 ○ 室內水族箱出租 4124

41 410214 conducting guided climbing tours ○ ガイド付き登山ツアーの実施 41F06 ○ 登山旅遊的嚮導 4123

41 410215 organization of cosplay entertainment events ○
コスチュームプレイに関する娯楽イ
ベントの運営及び企画

41F06 ○ 籌辦角色扮演的娛樂活動 4108

41 410216
cultural, educational or entertainment services

provided by art galleries
X

［画廊による文化・教育又は娯楽に
関する役務の提供］

― X 畫廊提供的文化、教育或娛樂服務 ―

41 410217 film distribution ○ 映画の配給 41E02 ○ 影片發行 4109

41 410218 know-how transfer [training] ○ ノウハウの伝授（訓練） 41A01 ○ 技術知識轉移（培訓） 4103

41 410219
educational services provided by special needs

assistants
○ 特別支援教育 41A01 ○ 特殊教育助理員提供之教育服務 4103

41 410220 judo instruction ○ 柔道の教授 41A01 ○ 柔道教導 4103

41 410221
educational examination for users to qualify to

pilot drones
○

ドローン操縦資格を付与するための
教育上の試験の実施

41A01 ○ 無人機操控資格的教育考試 4103

41 410222 sound engineering services for events ○ イベントのための音響機器の操作 41E03 ○ 為活動提供聲音工程服務 4113

41 410223 video editing services for events ○ イベントのためのビデオの編集 40D01 ○ 為活動提供錄影剪輯服務 4109

41 410224 lighting technician services for events ○ イベントのための照明機器の操作 41E03 ○ 為活動提供燈光技術服務 4113

41 410225 film directing, other than advertising films ○
映画の演出（広告用映画の演出を除
く。）

41E02 ○ 除廣告片外的影片導演 4109

41 410226
providing user reviews for entertainment or

cultural purposes
○

ユーザーによるレビューを内容とす
る娯楽に関する情報の提供

41E01,41E02,41E03,

41E04,41E05,41F01,

41F06,41G01,41G02,

41G03,41G04,41K01

○ 為娛樂或文化目的提供使用者評論 4106

41 410227
providing user rankings for entertainment or

cultural purposes
○

ユーザーによるランキングを内容と
する娯楽に関する情報の提供

41E01,41E02,41E03,

41E04,41E05,41F01,

41F06,41G01,41G02,

41G03,41G04,41K01

○ 為娛樂或文化目的提供使用者排名 4106

41 410227
providing user ratings for entertainment or

cultural purposes
○

ユーザーによる評価を内容とする娯
楽に関する情報の提供

41E01,41E02,41E03,

41E04,41E05,41F01,

41F06,41G01,41G02,

41G03,41G04,41K01

○ 為娛樂或文化目的提供使用者評分 4106

41 410228 rental of training simulators ○ 技能訓練用シミュレーターの貸与 41M99 ○ 訓練模擬器租賃 4103

41 410229
physical fitness assessment services for

training purposes
○ トレーニング目的の体力評価 41A01 ○ 訓練目的的體能評估服務 4103

41 410230 face painting ○ フェイスペインティング 42C01 X 臉部彩繪 ―

41 410231 organization of electronic sports competitions ○
エレクトロニックスポーツ競技会の
企画・運営

41F06 ○ 籌辦電子競技比賽 4108

41 410232 directing of shows ○ ショーの演出 41E03 ○ 表演節目導演 4109

41 410233 e-sports services X ［Ｅ－スポーツサービス］ ― ○ 電競館 4106

41 410234 games library services ○ 施設におけるゲーム用具の貸与 41M08 ○ 透過遊戲庫提供線上遊戲服務 4106

41 410235 multimedia library services ○
マルチメディア技術を利用した図書
の供覧

41C02 ○ 多媒體圖書館服務 4105

41 410236 photographic imaging services by drone ○ ドローンによる写真撮影 42E01 ○ 無人機攝影服務 4121

41 410237 video imaging services by drone ○ ドローンによる映像撮影 42E01 ○ 無人機錄影服務 4121

41 410238
transfer of business knowledge and know-how

[training]
○

ビジネスの知識及びノウハウの伝授
（訓練）

41A01 ○ 商業知識與技能傳授（培訓） 4103

41 410239
providing training and educational examination

for certification purposes
○

認証のための訓練の提供及び教育上
の試験の実施

41A01 ○ 為檢定目的提供培訓和教育考試 4103

41 410240 research in the field of education ○ 教育に関する研究 42Q99 ○ 教育領域研究 4103

41 410241 rental of electronic book readers ○ 電子書籍リーダーの貸与 41M99 ○ 電子書閱讀器租賃 4113

41 410242 arranging and conducting of entertainment events ○ 娯楽イベントの企画・運営 41F06 ○ 安排及舉行娛樂活動 4108

41 410243 arranging and conducting of sports events ○ スポーツイベントの企画・運営 41F01,41F06 ○ 安排及舉行運動賽事 4108

41 410244 music education ○ 音楽の教授 41A01 ○ 音樂教育 4103

41 410245 captioning ○ 字幕付け
41E02,41E03,41E04,

41E05
○ 配情境字幕 4109

41 410247 escape room [entertainment] X
［脱出ルームの提供（娯楽の提
供）］

― ○ 密室逃脫（娛樂） 4106

41 410247 escape game [entertainment] ○ 脱出ゲームの提供（娯楽の提供） 41F06,41K01,41Z99 ○ 逃脫遊戲（娛樂） 4106

41 410248 presenting museum exhibitions ○ 美術館における展示 41C03 ○ 博物館展覽展示 4105

41 410249 production of podcasts ○ ポッドキャストの制作 41E04,41E05 ○ 播客節目製作 4109

41 410250 rental of movie props ○ 映画の小道具のレンタル 41M99 ○ 電影道具租賃 4113

41 410251 scheduling of radio and television programmes ○
ラジオ及びテレビ番組のスケジュー
リング

41E04 ○ 廣播及電視節目編排 4109

41 410252 providing online images, not downloadable ○
オンラインによる画像の提供（ダウ
ンロードできないものに限る。）

41E02 ○ 提供不可下載之線上影像 4106

41 410253 providing online virtual guided tours ○
オンラインによるガイド付き仮想見
学ツアーの提供

41F06 ○ 提供線上虛擬導覽服務 4123

41 410254
providing facilities for playing Live Action

Role Playing [LARP] games
X

［ライブアクションロールプレイン
グゲーム（ＬＡＲＰ）用施設の提
供］

― ○ 提供實境角色扮演遊戲設施 4106

42 420007 chemical analysis ○ 化学に関する分析 42Q01 ○ 化學分析 4214

42 420008 analysis for oil-field exploitation ○ 油田開発のための分析 42N02 ○ 油田開發分析 4214

42 420011 architectural services ○ 建築物の設計 42N01 ○ 建築設計 4204

42 420017 bacteriological research ○ 細菌に関する研究 42Q01 ○ 細菌學研究 4214

42 420030 chemistry services ○ 化学に関する試験・検査又は研究 42Q01 ○ 化學服務 4214

42 420031 chemical research ○ 化学に関する研究 42Q01 ○ 化學研究 4214

42 420036 architectural consultancy ○ 建築物の設計に関する助言 42N01 ○ 建築諮詢 4204

42 420038 construction drafting ○ 建築物に関する設計 42N01 ○ 建築製圖 4204

42 420040 technological research ○ 科学技術に関する研究
42Q01,42Q02,42Q03,

42Q99
○ 技術性研究 4214

42 420042 oil-well testing ○ 油井の調査 42N02 ○ 油井測試 4214

42 420045 cosmetic research ○ 化粧品の研究 42Q01 ○ 化粧品研究 4214

42 420048 design of interior decor ○ 室内装飾のデザインの考案 42P01 ○ 室內裝潢設計 4204

42 420049 industrial design ○ 工業デザインの考案 42P01 ○ 工業產品外觀設計 4224

42 420050 packaging design ○ 包装デザインの考案 42P01 ○ 包裝設計 4224

42 420058 material testing ○ 材料検査 42Q02 ○ 材料測試 4226

42 420061 conducting technical project studies ○ 技術的課題の研究
42Q01,42Q02,42Q03,

42Q99
○ 技術專案研究 4214

42 420062 geological surveys ○ 地質の調査 42N02 ○ 地質調查 4214

42 420063 oil-field surveys ○ 油田の調査 42N02 ○ 油田勘測 4214

42 420064 engineering ○
土木・工学に関するエンジニアリン
グ

42N01,42N03 ○ 工程學 4214



42 420076 meteorological information ○ 気象情報の提供 42G01 ○ 氣象資訊 4291

42 420079 land surveying ○ 土地の測量 42N01 ○ 土地測量 4204

42 420083 computer rental ○ コンピュータの貸与 42X11 ○ 電腦租賃 4210

42 420090 computer programming ○
電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守

42P02 ○ 電腦程式設計 4210

42 420095 oil prospecting ○ 石油の試掘 42N02 ○ 石油探勘 4214

42 420096 research in the field of physics ○ 物理の分野に関する研究 42Q02 ○ 物理學研究 4214

42 420101 mechanical research ○ 機械に関する研究 42Q99 ○ 機械研究 4214

42 420109 textile testing ○ 織物の検査 42Q99 ○ 紡織品測試 4226

42 420118 geological prospecting ○ 地質の試掘調査 42N02 ○ 地質探勘 4214

42 420119 geological research ○ 地質の調査 42N02 ○ 地質研究 4214

42 420132 authenticating works of art ○ 美術品の鑑定 42Q99 ○ 藝術品鑑定 4289

42 420136 calibration [measuring] ○ 機械器具の検査・測定 42Q99 ○ 測量校準 4226

42 420139 computer software design ○ コンピュータソフトウェアの設計 42P02 ○ 電腦軟體設計 4210

42 420140 updating of computer software ○
コンピュータソフトウェアのバー
ジョンアップ

42P02 ○ 電腦軟體更新 4210

42 420141
consultancy in the design and development of

computer hardware
○

コンピュータハードウェアの設計及
び開発に関する助言

42N03 ○ 電腦硬體設計和開發之諮詢 4210

42 420142 dress designing ○ 服飾デザインの考案 42P01 ○ 服裝設計 4215

42 420144 graphic arts design ○ グラフィックアートデザインの考案 42P01 ○ 圖像藝術設計 4224

42 420157 quality control ○ 品質管理 42Q02 ○ 品質管控 4226

42 420159 rental of computer software ○ コンピュータソフトウェアの貸与 42X11 ○ 電腦軟體租賃 4210

42 420161
research and development of new products for

others
○ 受託による新製品の研究開発 42Q01,42Q99 ○ 為他人研究和開發新產品 4214

42 420165 styling [industrial design] ○ 工業デザインにおける装飾の考案 42P01 ○ 工業產品外觀造型設計 4224

42 420167 underwater exploration ○ 水中における調査 42Q02 ○ 水下探勘 4214

42 420175 recovery of computer data ○ コンピュータデータの回復 42P02 ○ 電腦資料復原 4210

42 420176 maintenance of computer software ○ コンピュータソフトウェアの保守 42P02 ○ 電腦軟體維護 4210

42 420177 computer system analysis ○ コンピュータシステムの分析 42P02,42Q02,42Q99 ○ 電腦系統分析 4210

42 420190 biological research ○ 生物に関する研究 42Q01 ○ 生物學研究 4214

42 420192 urban planning ○ 都市計画の設計 42N01 ○ 都市計劃 4214

42 420193 surveying [engineering] ○
測量（土木・工学に関するエンジニ
アリング）

42N01 ○ 測量（工程） 4204

42 420194 computer system design ○ コンピュータシステムの設計 42P02 ○ 電腦系統設計 4210

42 420195 vehicle roadworthiness testing ○ 乗物の道路走行適正試験 42Q02,42Q99 ○ 車輛駕駛性能測試 4226

42 420197 duplication of computer programs ○ コンピュータプログラムの複製 42P02 ○ 電腦程式複製 4210

42 420198
conversion of data or documents from physical to

electronic media
○

データ又は文書の物理媒体から電子
媒体への変換

42P02 ○ 將實體資料或文件轉換成電子載體 4210

42 420199 creating and maintaining websites for others ○
他人のためのウェブサイトの作成及
び保守

42P02 ○ 為他人建置及維護網站 4210

42 420200 hosting computer websites ○
コンピュータウェブサイトのホス
ティング

42X11 ○ 電腦網站代管 4210

42 420201 installation of computer software ○
コンピュータプログラムのインス
トール

42P02 ○ 電腦軟體安裝 4210

42 420202 cloud seeding ○ 人工降雨 42Q02,42Z99 ○ 雲種散播 4290

42 420203
conversion of computer programs and data, other

than physical conversion
○

コンピュータプログラムの変換及び
コンピュータデータの変換（媒体か
らの変換でないもの）

42P02 ○ 非實體的電腦程式及資料轉換 4210

42 420204 computer software consultancy ○
コンピュータソフトウェアの設計・
作成・保守に関する助言

42P02 ○ 電腦軟體諮詢 4210

42 420205 rental of web servers ○ ウェブサーバーの貸与 42X11 ○ 網路伺服器租賃 4210

42 420206 computer virus protection services ○

コンピュータウィルスの侵入防止用
プログラムの設計・作成・保守又は
そのプログラムの提供

42P02,42X11 ○ 電腦病毒防護服務 4210

42 420207 consultancy in the field of energy-saving ○
省エネルギーに関するコンサルティ
ング

42Q02 ○ 節能領域的諮詢 4214

42 420208
scientific research in the field of

environmental protection
○ 環境保護の分野における科学的研究 42Q02 ○ 環境保護領域的科學研究 4214

42 420209 providing search engines for the internet ○ 検索エンジンの提供 42P02 ○ 提供網路搜尋引擎 4210

42 420210 digitization of documents [scanning] ○
文書のデジタル変換（スキャニング
によるもの）

42P02 ○ 文件數位化（掃描） 4210

42 420211 handwriting analysis [graphology] ○ 筆跡の分析（筆跡学） 42Q99 ○ 筆跡分析（筆跡學） 4292

42 420212
providing scientific information, advice and

consultancy relating to carbon offsetting
○

カーボンオフセットに関する科学情
報の提供・指導及び助言

42Q01,42Q02,42Q03,

42Q99
○

提供有關排碳抵消的科學資訊及建
議和諮詢

4214

42 420213 quality evaluation of standing timber ○ 立木の品質評価 42Q03 ○ 林木品質評估 4226

42 420214 quality evaluation of wool ○ 羊毛の品質評価 42Q03 ○ 羊毛品質評估 4226

42 420215
monitoring of computer system operation by

remote access
○

コンピュータシステムの動作の遠隔
監視

42P02 ○ 透過遠端存取監控電腦系統操作 4210

42 420216 water analysis ○ 水質分析 42Q02 ○ 水質分析 4214

42 420217 scientific laboratory services ○ 科学に関する実験及び研究
42Q01,42Q02,42Q03,

42Q99
○ 科學實驗室服務 4214

42 420218 energy auditing ○ エネルギー効率の診断 42Q02 ○ 能源稽核 4214

42 420219 website design consultancy ○ ウェブサイトの設計に関する助言 42P02 ○ 網站設計諮詢 4210

42 420220 software as a service [SaaS] ○
オンラインによるアプリケーション
ソフトウェアの提供（ＳａａＳ）

42X11 ○ 軟體即服務（ＳａａＳ） 4210

42 420221
information technology [IT] support services

[troubleshooting of software]
○

情報技術（ＩＴ）に関する助言（ソ
フトウェアプログラムのトラブル
シューティング）

42P02 ○
資訊技術（ＩＴ）支援服務（軟體
故障排除）

4210

42 420222 scientific research ○ 科学に関する研究
42Q01,42Q02,42Q03,

42Q99
○ 科學研究 4214

42 420223 server hosting ○ サーバーのホスティング 42X11 ○ 伺服器代管 4210

42 420224 clinical trials ○ 臨床試験 42Q01 ○ 臨床試驗 4214

42 420225 off-site data backup ○
遠隔操作によるデータのバックアッ
プ

42P02 ○ 遠距資料備份 4210

42 420226 electronic data storage ○ 電子データの保存用記憶領域の貸与 42X11 ○ 電子資料儲存服務 4210

42 420227
providing information relating to computer

technology and programming via a website
○

ウェブサイト経由によるコンピュー
タ技術及びコンピュータプログラミ
ングに関する情報の提供

42N03,42P02,42Q02,

42Q99
○

藉由網站提供電腦技術和程式設計
之資訊

4210

42 420228 cartography services ○ 地図の作製 42N01 ○ 地圖繪製服務 4206

42 420229
providing virtual computer systems through cloud

computing
○

クラウドコンピューティングを介し
た仮想コンピュータシステムの提供

42X11 ○ 透過雲端運算提供虛擬電腦系統 4210

42 420231 technological consultancy X ［技術に関する助言］ ― ○ 技術學的諮詢 4214

42 420232 computer technology consultancy ○ コンピュータ技術に関する助言
42N03,42P02,42Q02,

42Q99
○ 電腦技術諮詢 4210

42 420233 telecommunications technology consultancy X ［電気通信技術に関する助言］ ― ○ 電信技術諮詢 4214

42 420234 weather forecasting ○ 天気予報の提供 42G01 ○ 天氣預報 4291

42 420235 computer security consultancy ○
コンピュータセキュリティに関する
指導及び助言

42P02 ○ 電腦安全諮詢 4210

42 420236 technical writing ○ 技術文書の作成
42Q01,42Q02,42Q03,

42Q99
○ 技術性文件撰寫 4214

42 420237 interior design ○ インテリアデザインの考案 42P01 ○ 室內設計 4204

42 420238 unlocking of mobile phones ○ 携帯電話のＳＩＭロック解除 42P02 ○ 行動電話的鎖定解除 4210

42 420239
monitoring of computer systems to detect

breakdowns
○

故障を検出するためのコンピュータ
システムの監視

42P02 ○ 電腦系統的監控以偵測故障 4210

42 420240

creating and designing website-based indexes of

information for others [information technology

services]

○

受託によるウェブサイトにおける情
報インデックスの作成及び設計（情
報技術の提供）

42P02 ○
為他人創建和設計資訊網站索引
（資訊技術服務）

4210

42 420241 internet security consultancy ○
インターネットセキュリティに関す
る指導及び助言

42P02 ○ 網路安全諮詢 4210

42 420242 data security consultancy ○ データセキュリティに関する助言 42P02 ○ 電腦資料安全諮詢 4210

42 420243 data encryption services ○ データの暗号化処理 42P02 ○ 電腦資料加密服務 4210

42 420244
monitoring of computer systems for detecting

unauthorized access or data breach
○

不正アクセス又はデータ漏洩を検出
するためのコンピュータシステムの
遠隔監視

42P02 ○
電腦系統的監控用以偵測未經授權
的存取或資料外洩

4210



42 420245

electronic monitoring of personally identifying

information to detect identity theft via the

internet

○

インターネット経由での個人情報の
盗難を検出するための個人識別情報
の電子的な監視

42P02 ○
個人身分識別資訊的電子監控以偵
測網路身分盜用

4210

42 420246
electronic monitoring of credit card activity to

detect fraud via the internet
○

インターネットを介したクレジット
カードの不正利用検出のための電子
的な監視

42P02 ○
信用卡使用情形的電子監控以偵測
網路詐騙

4210

42 420247
software development in the framework of

software publishing
○

ソフトウェア制作におけるコン
ピュータソフトウェアの開発

42P02 ○ 為軟體發行業者提供軟體開發服務 4210

42 420248 platform as a service [PaaS] ○
コンピュータソフトウェアプラット
フォームの提供（ＰａａＳ）

42X11 ○ 平台即服務（ＰａａＳ） 4210

42 420249 development of computer platforms ○
コンピュータープラットフォームの
開発

42P02 ○ 電腦平台的開發 4210

42 420250 business card design ○ 名刺のデザインの考案 42P01 ○ 名片設計 4224

42 420251
scientific and technological research in the

field of natural disasters
○

自然災害の分野における科学及び技
術的な研究

42Q02 ○ 自然災害之科學和技術研究 4214

42 420252
exploration services in the field of the oil,

gas and mining industries
○

石油・ガス・鉱業の分野における探
査

42N02 ○ 石油天然氣採礦業之探勘服務 4214

42 420253
scientific and technological research relating

to patent mapping
○

パテントマップに関する科学及び技
術的な研究

42Q01,42Q02,42Q03,

42Q99
○ 有關專利地圖之科學和技術研究 4214

42 420254 research in the field of building construction ○ 建築の分野に関する調査 42Q02 ○ 建築施工領域的研究 4214

42 420255
research in the field of telecommunications

technology
○ 電気通信技術の分野に関する研究 42Q02 ○ 電信技術領域的研究 4214

42 420256 research in the field of welding ○ 溶接の分野に関する研究 42Q02 ○ 焊接領域的研究 4214

42 420257 medical research ○ 医療に関する研究 42Q01 ○ 醫學研究 4214

42 420258 graphic design of promotional materials ○
販売促進用材料のグラフィックデザ
インの考案

42P01 ○ 宣傳材料之圖像設計 4224

42 420259
rental of meters for the recording of energy

consumption
○

エネルギー消費量記録用メーターの
貸与

42X04 ○ 用於記錄能源消耗的儀表租賃 4214

42 420260
user authentication services using technology

for e-commerce transactions
○

電子商取引のための技術を利用した
ユーザー認証

42P02 ○
電子商務交易使用者的身分驗證服
務

4210

42 420261
user authentication services using single sign-

on technology for online software applications
○

シングルサインオンの技術を利用し
たオンラインソフトウェアアプリ
ケーションのためのユーザー認証

42P02 ○
以單一登入技術對線上軟體應用程
式使用者的身分驗證服務

4210

42 420262 writing of computer code ○ コンピュータコードの作成 42P02 ○ 電腦代碼的編寫 4210

42 420263 telecommunication network security consultancy ○
電気通信のネットワークセキュリ
ティに関する指導及び助言

42P02 ○ 電信網路安全顧問 4210

42 420264 design of costumes ○ 衣装のデザインの考案 42P01 ○ 服裝設計 4215

42 420265 design of show scenery ○ 舞台背景のデザインの考案 42P01 ○ 秀場佈景設計 4204

42 420266 design of prototypes ○ プロトタイプデザインの考案 42P01 ○ 產品原型設計 4224

42 420267 design of computer-simulated models ○
コンピュータシミュレーションモデ
ルの設計

42P02 ○ 電腦模擬模型設計 4210

42 420268
cartographic or thermographic measurement

services by drone
○

ドローンによる地図作成又はサーモ
グラフィー測定

42N01,42Q02 ○ 無人機之製圖或熱成像測量服務 4204

42 420269 mining of crypto assets ○ 暗号資産のマイニング 42P02,42X11 ○ 加密資產的挖掘 4210

42 420269 cryptomining ○ 暗号資産のマイニング 42P02,42X11 ○ 加密貨幣挖礦 4210

42 420270 research in the field of excavation ○ 発掘分野に関する調査 42Q99 ○ 挖掘領域的研究 4214

42 420271
computer graphic design for video projection

mapping
○

映像のプロジェクションマッピング
のためのコンピュータによるグラ
フィックデザインの考案

42P01 ○ 影像光雕投影用電腦圖形設計 4224

42 420272
digital forensic investigations in the field of

computer crimes
○

コンピュータ犯罪の分野における電
子機器に記録された情報の回収及び
分析・調査（デジタル・フォレン
ジック）

42P02 ○ 電腦犯罪領域的數位鑑識 4210

42 420273
technological consultancy services for digital

transformation
○

デジタルトランスフォーメーション
のための技術的助言

42N03,42P02,42Q02,

42Q99
○ 數位轉型技術諮詢服務 4210

42 420274 rental of data centre facilities ○ データセンター施設の貸与 42X11 ○ 資料中心設施租賃 4210

42 420275 providing geographic information ○ 地理情報の提供 42G99 ○ 提供地理資訊 4210

42 420276
providing online geographic maps, not

downloadable
○

オンラインによるダウンロードでき
ない地図の提供

42G99 ○ 提供線上不可下載之地圖 4210

42 420277 artificial intelligence consultancy ○ 人工知能に関する助言
42N03,42P02,42Q02,

42Q99
○ 人工智慧諮詢 4210

42 420278
research in the field of artificial intelligence

technology
○ 人工知能技術の分野に関する研究 42Q02,42Q99 ○ 人工智慧技術領域研究 4214

42 420279
user authentication services using blockchain

technology
○

ブロックチェーン技術を利用した
ユーザー認証

42P02 ○ 利用區塊鏈技術的使用者認證服務 4210

42 420280 geotechnical investigations ○ 地質工学的調査 42N02 ○ 大地工程調查 4214

42 420281 geological test drilling ○ 地質の試掘 42N02 ○ 地質試鑽 4214

42 420282 development of video and computer games ○

ビデオゲーム機・ビデオゲーム機用
ソフトウェア及びコンピュータゲー
ムソフトウェアの開発

42N03,42P02 ○ 視頻和電腦遊戲的開發 4210

42 420283 quantum computing ○ 量子コンピューティング 42P02,42X11 ○ 量子運算 4210

42 420284
culturing of cells for scientific research

purposes
○ 科学研究のための細胞培養 42Q01 ○ 科學研究目的之細胞培養 4214

42 420285
computer programming services for data

processing
○

データ処理のためのコンピュータプ
ログラミング

42P02 ○ 資料處理的電腦程式設計服務 4210

42 420286
software engineering services for data

processing
○

データ処理のためのコンピュータソ
フトウェアの設計及び開発

42P02 ○ 資料處理的軟體工程服務 4210

42 420287 logo design services ○ ロゴデザインの考案 42P01 ○ 標誌設計服務 4224

42 420288 golf course design ○ ゴルフコースの設計 42N01 ○ 高爾夫球場設計 4204

42 420289
providing scientific information, advice and

consultancy relating to net zero emissions
○

ネットゼロ排出に関する科学情報の
提供・指導及び助言

42Q01,42Q02,42Q03,

42Q99
○

提供有關淨零排放的科學資訊及建
議和諮詢

4214

42 420290 scientific research in the field of genetics ○
遺伝学の分野における科学的な調査
研究

42Q01 ○ 遺傳學領域的科學研究 4214

42 420291
inspection services for new and used vehicles

before sale
○

売り買いしたい人々のための新品及
び中古の乗物の検査

42Q02,42Q99 ○ 新車和二手車銷售前檢驗服務 4226

42 420292 archaeological excavation ○ 考古学における発掘 42Q99 ○ 考古挖掘 4214

42 420293
testing and analysis of goods being imported or

exported for quarantine clearance purposes
○

検疫のための輸入又は輸出される商
品の検査及び分析

42Q01,42Q03 ○
為檢疫清關目的對進出口貨物進行
檢測和分析

4226

42 420294 rental of telescopes ○ 望遠鏡の貸与 42X15 ○ 望遠鏡租賃 4293

43 430004
accommodation bureau services [hotels, boarding

houses]
○ ホテルその他の宿泊施設のあっせん 42A02 ○

提供膳宿處服務（旅館、供膳寄宿
處）

4302

43 430010 food and drink catering ○ ケータリング（飲食物） 42B01 ○ 備辦餐飲 4302

43 430013 retirement home services ○
高齢者用入所施設の提供（介護を伴
うものを除く。）

42W02 ○ 養老院 4303

43 430024 cafe services ○ 喫茶店における飲食物の提供 42B01 ○ 咖啡館 4302

43 430025 cafeteria services ○ カフェテリアにおける飲食物の提供 42B01 ○ 自助餐廳 4302

43 430026 providing campground facilities ○ キャンプ場施設の提供 42A01 ○ 提供營地設施 4311

43 430027 canteen services ○ 簡易食堂における飲食物の提供 42B01 ○ 學校工廠之附設餐廳 4302

43 430028 rental of temporary accommodation ○ 一時宿泊施設の提供 42A01 ○ 臨時住宿租賃 4302

43 430066 boarding house services ○ 下宿屋における宿泊施設の提供 42A01 ○ 提供膳宿處 4302

43 430071 tourist home services ○ 民宿における宿泊施設の提供 42A01 ○ 觀光客住所 4302

43 430073 hotel accommodation services ○ ホテルにおける宿泊施設の提供 42A01 ○ 旅館住宿服務 4302

43 430098 day-nursery [creche] services ○ 保育所における乳幼児の保育 42W01 ○ 幼兒照顧服務 4301

43 430102 restaurant services ○ レストランにおける飲食物の提供 42B01 ○ 餐廳服務 4302

43 430104 boarding house bookings ○ 宿泊施設の予約の取次ぎ 42A02 ○ 預訂膳宿處 4302

43 430105 hotel reservations ○ ホテルの予約の取次ぎ 42A02 ○ 旅館預約 4302

43 430107 self-service restaurant services ○
セルフサービス式レストランにおけ
る飲食物の提供

42B01 ○ 自助餐廳 4302

43 430108 snack-bar services ○ 軽食堂における飲食物の提供 42B01 ○ 小吃店 4302

43 430134 boarding for animals ○ 動物の宿泊施設の提供 42V04 ○ 動物膳宿 4307

43 430138 bar services ○ バーにおける飲食物の提供 42B01 ○ 酒吧 4302

43 430145 holiday camp services [lodging] ○ ホリデイキャンプ用宿泊施設の提供 42A01 ○ 假期露營服務（住宿） 4311

43 430160 rental of transportable buildings* ○ 可搬式建築物の貸与 42X90 ○ 活動房屋租賃* 4311

43 430162 temporary accommodation reservations ○ 宿泊の予約の取次ぎ 42A02 ○ 預訂臨時住宿 4302

43 430183 motel services ○ モーテルの提供 42A01 ○ 汽車旅館 4302



43 430186 rental of chairs, tables, table linen, glassware ○
椅子・テーブル・テーブル用リネ
ン・ガラス食器の貸与

42X27,42X28 ○ 桌子椅子桌布及玻璃器皿出租 4304

43 430187 rental of meeting rooms ○ 会議室の貸与 42X10 ○ 會議室出租 4306

43 430189 rental of tents ○ テントの貸与 42X10,42X90 ○ 帳篷租賃 4311

43 430190 rental of cooking apparatus ○ 調理用機械器具の貸与 42X13,42X24,42X27 ○ 烹飪設備出租 4304

43 430191 rental of drinking water dispensers ○ 飲料水ディスペンサーの貸与 42X13,42X24 ○ 飲水機出租 4304

43 430192 rental of lighting apparatus* ○ 照明用器具の貸与 42X13 ○ 燈光設備出租* 4309

43 430193 food sculpting ○ 食品の彫刻 42B01 ○ 食物雕刻 4302

43 430194
reception services for temporary accommodation

[management of arrivals and departures]
○

一時宿泊施設の提供のための受付及
び案内（到着及び出発の管理）

42A01,42A02 ○
臨時住宿接待服務（抵達和離開的
管理）

4302

43 430195 washoku restaurant services ○ 和食の提供 42B01 ○ 和食餐廳服務 4302

43 430196 udon and soba restaurant services ○ うどん及びそばの提供 42B01 ○ 提供烏龍麵和蕎麥麵之餐廳服務 4302

43 430197 decorating of food ○ 食品の装飾 42B01 ○ 裝飾食物 4302

43 430198 cake decorating ○ ケーキの装飾 42B01 ○ 蛋糕裝飾 4302

43 430199
information and advice in relation to the

preparation of meals
○

食事の支度に関する情報の提供及び
助言

42B01 ○ 有關餐食準備之資訊和諮詢 4302

43 430200 personal chef services ○
個々の需要に応じた料理人による飲
食物の提供

42B01 X 私人廚師服務 ―

43 430201 hookah lounge services ○ 水たばこの喫煙施設の提供 42Z99 ○ 水菸休息室服務 4302

43 430202
reception services for temporary accommodation

[conferment of keys]
○

一時宿泊施設の提供のための受付及
び案内（鍵の授与）

42A01,42A02 ○ 臨時住宿接待服務（交付鑰匙） 4302

43 430203 animal pound services ○ 動物の一時収容 42V04 ○ 動物收容所服務 4307

43 430204
temporary accommodation provided by halfway

houses
○

ハーフウエーハウス（社会復帰訓練
所）による一時宿泊施設の提供

42A01 ○ 中途之家提供的臨時住宿 4302

43 430205 rental of holiday accommodation ○ 休暇用宿泊施設の提供 42A01 ○ 假日住所租賃 4302

43 430205 rental of vacation accommodation ○ 休暇用宿泊施設の提供 42A01 ○ 假期住所租賃 4302

43 430206 rental of kitchen sinks ○ 流し台の貸与 42X24,42X27 ○ 廚房洗滌槽租賃 4304

43 430207 rental of portable dressing rooms ○ 可搬式更衣室の貸与 42X10 ○ 活動更衣室租賃 4304

43 430208
food reviewing services [provision of

information about food and drinks]
○

食品に関するレビューの提供（飲食
店で提供される飲食物に関する情報
の提供）

42B01 ○
食物評論服務（提供餐食及飲料之
資訊）

4302

43 430209 take-away restaurant services X
［レストランにおける持ち帰り可能
な飲食物の提供］

― ○ 提供外帶服務之餐廳 4302

43 430210 rental of furniture ○ 家具の貸与 42X28 ○ 家具租賃 4304

43 430211 rental of office furniture ○ オフィス家具の貸与 42X28 ○ 辦公家具租賃 4304

43 430212 rental of robots for preparing beverages X
［飲料の調製のためのロボットの貸
与］

― ○ 調製飲料機器人出租 4304

44 440009 animal breeding ○ 動物の飼育 42V04 ○ 動物育種 4416

44 440012 landscape gardening ○ 庭園の手入れ 42L01 ○ 庭園景觀美化 4401

44 440018 public bath services for hygiene purposes ○ 公衆浴場の提供 42D01 ○ 衛生公共浴室 4402

44 440019 Turkish bath services ○ サウナ風呂の提供 42D01 ○ 土耳其蒸氣浴場 4402

44 440020 beauty salon services ○ 美容 42C01 ○ 美容院服務 4402

44 440021 medical clinic services ○ 病院における医療 42V02 ○ 診所服務 4403

44 440032 chiropractic ○ カイロプラクティック 42V01 ○ 脊椎按摩治療 4403

44 440034 hairdressing ○ 頭髪に関する理容・美容 42C01 ○ 理髮 4402

44 440037 wreath making ○ 花輪の作成 42Z99 ○ 花環製作 4408

44 440043 convalescent home services ○
予後保養所における治療・介護・栄
養の指導

42V01,42V02,42V03,

42W02
○ 療養院服務 4403

44 440059 hospital services ○ 病院における医療 42V02 ○ 醫院服務 4403

44 440060 health care ○ 健康管理に関する指導及び助言 42V02,42V03 ○ 健康照護 4403

44 440072 horticulture ○ 庭の手入れ 42L01 ○ 園藝 4401

44 440077 gardening ○ 庭の手入れ 42L01 ○ 園藝 4401

44 440084 farming equipment rental ○ 農業用機械器具の貸与 42X05 ○ 農場設備租賃 4407

44 440086 massage ○ マッサージ 42V01 ○ 按摩 4402、4403

44 440087 medical assistance ○ 医療補助 42V02 ○ 醫療協助 4403

44 440092 opticians' services ○ 検眼 42V02 ○ 配鏡服務 4404

44 440094 plant nursery services ○ 苗の育成 42L01 ○ 植物育苗 4412

44 440097 physical therapy ○ 物理療法又は理学療法による治療 42V02 ○ 物理治療 4403

44 440097 physiotherapy ○ 物理療法又は理学療法による治療 42V02 ○ 物理治療 4403

44 440106 sanatorium services ○ サナトリウムにおける医業 42V02 ○ 療養院服務 4403

44 440111 veterinary assistance ○ 獣医補助 42V04 ○ 獸醫輔助 4413

44 440113 dentistry services ○ 歯科医業 42V02 ○ 牙科醫療 4403

44 440114 nursing home services ○
療養施設または看護施設における治
療・介護・栄養の指導

42V01,42V02,42V03,

42W02
○ 安養院服務 4403

44 440115
aerial and surface spreading of fertilisers and

other agricultural chemicals
○

空中及び地上での肥料及び農薬の散
布

42L01 ○ 空中暨地面噴灑肥料及農業化學品 4412

44 440115
aerial and surface spreading of fertilizers and

other agricultural chemicals
○

空中及び地上での肥料及び農薬の散
布

42L01 ○ 空中暨地面噴灑肥料及農業化學品 4412

44 440131 animal grooming ○ 動物の美容 42V04 ○ 動物美容 4411

44 440133 blood bank services ○ 輸血用血液の管理・提供 42V02 ○ 血液銀行 4403

44 440143 flower arranging ○ 花の飾りつけ 42Z99 ○ 插花 4408

44 440147 hospice services ○ ホスピスにおける医業 42V02 ○ 安寧療養院服務 4403

44 440148 lawn care ○ 芝生の手入れ 42L01 ○ 草皮照料 4401

44 440151 manicuring ○ 爪の美容 42C01 ○ 修指甲 4402

44 440152 midwife services ○ 助産 42V02 ○ 助產服務 4403

44 440153 nursing, medical ○ 医療看護 42V02 ○ 醫療護理 4403

44 440154 pharmacy advice ○ 薬局における助言 42V02 ○ 醫藥諮詢 4403

44 440156 plastic surgery ○ 形成外科医業 42V02 ○ 整形外科 4403

44 440166 tree surgery ○ 樹木への施術 42L01 ○ 樹木修護 4412

44 440168
vermin exterminating for agriculture,

aquaculture, horticulture and forestry
○

有害動物の駆除（農業・水産養殖
業・園芸・林業に関するもの）

42M02 ○
為農業水產養殖園藝及林業的害蟲撲
滅

4412

44 440171 weed killing ○ 雑草の除去 42M01 ○ 除草 4401

44 440173 pet grooming ○ ペットの美容 42V04 ○ 寵物美容 4411

44 440180 hair implantation ○ 植毛 42C01 ○ 植髮 4403

44 440185 services of a psychologist ○ 精神分析 42V02 ○ 心理諮詢服務 4403

44 440188 rental of sanitary installations ○ 衛生設備の貸与 42X90 ○ 衛生設備租賃 4406

44 440193 aromatherapy services ○ アロマテラピーの提供 42V01 ○ 芳香療法服務 4402

44 440194 artificial insemination services ○ 人工授精 42V02,42V04 ○ 人工授精服務 4403

44 440195 rehabilitation for substance abuse patients ○
薬物患者に対するリハビリテーショ
ン

42V01,42V02 ○ 物質濫用病人的康復服務 4403

44 440196 in vitro fertilisation services ○ 試験管内受精 42V02,42V04 ○ 試管受精服務 4403

44 440196 in vitro fertilization services ○ 試験管内授精 42V02,42V04 ○ 試管受精服務 4403

44 440197 tattooing ○ 入れ墨 42V02 ○ 紋身 4402

44 440198 telemedicine services ○ 遠隔医療 42V02 ○ 遠距醫療服務 4403

44 440199 landscape design ○ 景観の設計 42N01 ○ 景觀設計 4401

44 440200 sauna services ○ サウナの提供 42D01 ○ 桑拿浴服務 4402

44 440201 solarium services ○ 日焼け施設の提供 42C01 ○ 日光浴服務 4402

44 440202 health spa services ○ 温泉療法用施設の提供 42V02 ○ 健康溫泉浴場服務 4402

44 440203 beautician services ○ 美容師による美容 42C01 ○ 美容 4402

44 440204 preparation of prescriptions by pharmacists ○ 薬剤師による調剤 42V02 ○ 藥劑調配 4403

44 440205 therapy services ○ セラピー 42V01,42V02 ○ 治療服務 4403

44 440206 tree planting for carbon offsetting purposes ○
カーボンオフセットを目的とした植
林

42L01 ○ 為碳抵消目的植樹 4414

44 440207 aquaculture services ○ 水産動植物の養殖 42V04,42Z99 ○ 水產養殖服務 4416

44 440208 medical equipment rental ○ 医療用機械器具の貸与 42X09 ○ 醫療設備出租 4405

44 440209 health center services ○ 医療施設における医療 42V02 ○ 健康中心服務 4403

44 440209 health centre services ○ 医療施設における医療 42V02 ○ 健康中心服務 4403

44 440210 alternative medicine services ○ 代替医療による治療 42V01,42V02 ○ 替代療法服務 4403

44 440211 speech therapy ○ 言語療法による治療 42V02 ○ 語言治療服務 4403

44 440212 health counseling ○ 健康管理に関する指導及び助言 42V02,42V03 ○ 健康諮詢 4403

44 440212 health counselling ○ 健康管理に関する指導及び助言 42V02,42V03 ○ 健康諮詢 4403

44 440213 depilatory waxing ○ ボディワックスによる脱毛 42C01 ○ 上蠟脫毛 4402

44 440214 orthodontic services ○ 矯正歯科医業 42V02 ○ 齒列矯正服務 4403

44 440215 medical advice for individuals with disabilities ○ 障害者への医療に関する助言 42V02 ○ 對身心障礙者個別的醫療諮詢 4403

44 440216 body piercing ○ ボディピアスの穴あけ 42V02 ○ 身體穿洞 4402

44 440217 reforestation services ○ 森林再生のための植林 42L01 ○ 重新造林服務 4414

44 440218 palliative care ○ 緩和ケア 42V02 ○ 安寧療護 4403



44 440219 rest home services ○
保養所・療養所における治療・介
護・栄養の指導

42V01,42V02,42V03,

42W02
○ 安養院服務 4403

44 440220
pest control services for agriculture,

aquaculture, horticulture and forestry
○

害虫の駆除（農業・水産養殖業・園
芸又は林業に関するもの）

42M02 ○
農業水產養殖園藝及林業的病蟲害防
治服務

4412

44 440221 human tissue bank services ○ ヒト組織の管理・提供 42V02 ○ 人體組織銀行服務 4403

44 440222 rental of animals for gardening purposes ○ 庭の手入れを目的とする動物の貸与 42X90 ○ 園藝目的用動物出租 4407

44 440223 rental of beehives ○ みつばちの巣箱の貸与 42X05 ○ 蜂巢箱租賃 4407

44 440224 animal-assisted therapy ○ 動物介在療法による治療 42V02 ○ 動物輔助治療 4403

44 440225

medical analysis services for diagnostic and

treatment purposes provided by medical

laboratories

○
医療用研究室における診断及び治療
目的の医療分析

42V02 ○
醫療實驗室提供用於診斷和治療目
的之醫療分析服務

4403

44 440226 medical screening ○ 医療のためのスクリーニング検査 42V02 ○ 醫療篩檢 4403

44 440227 viticulture services ○ ぶどうの栽培 42L01 ○ 葡萄栽培服務 4412

44 440228 consultancy in the field of viticulture ○ ぶどうの栽培に関する助言 42L01 ○ 葡萄栽培的諮詢 4412

44 440229 home-visit nursing care ○ 訪問による介護 42W02 ○ 居家護理 4403

44 440230 rental of hair styling apparatus ○ ヘアスタイリング用機器の貸与 42X13,42X23 ○ 美髮器具租賃 4417

44 440231 cultivation of plants ○ 植物の栽培 42L01 ○ 植物栽培 4412

44 440232 rental of surgical robots ○ 外科手術用ロボットの貸与 42X09 ○ 飲食和營養諮詢 4409

44 440233 dietary and nutritional advice ○ 栄養に関する助言 42V03 ○ 手術機器人租賃 4405

44 440234 wildlife management X ［野生動物の管理］ ― ○ 野生動物管理；野生植物管理 4412；4416

44 440235 acupuncture ○ はり治療 42V01 ○ 針刺療法 4403

44 440236 cupping therapy ○ 吸角療法による治療及び美容 42C01,42V01 ○ 拔罐療法 4403

44 440237 postnatal care services ○ 出生後のケア 42V01,42V03,42W02 ○ 產後護理服務 4403

44 440238
rental of bottles and containers containing gas

for medical purposes
X

［医療用ガスを含むボトルや容器の
貸与］

― ○ 裝填醫療氣體用瓶和容器之租賃 4405

44 440239 rental of hydrogen water generators for baths ○ 浴槽用水素水生成機の貸与 42X90 ○ 浴用氫水生成器租賃 4417

44 440240 regenerative medicine services ○ 再生医療による治療 42V02 ○ 再生醫療服務 4403

44 440241 aesthetician services ○ エステティシャンによる美容 42C01 ○ 美容美體調理服務 4402

44 440242 hair dyeing services ○ 頭髪の染毛 42C01 ○ 染髮 4402

44 440242 hair colouring services ○ 頭髪の染毛 42C01 ○ 染髮 4402

44 440242 hair coloring services ○ 頭髪の染毛 42C01 ○ 染髮 4402

44 440243 pruning of trees ○ 樹木の剪定 42L01 ○ 樹木修剪 4401

44 440244 transplanting of trees ○ 樹木の移植 42L01 ○ 樹木移植 4401

44 440245 landscape architecture ○ 景観の設計 42N01 ○ 景觀建築設計 4401

44 440246 occupational therapy ○ 作業療法による治療 42V02 ○ 職能治療 4403

44 440247 health assessment services ○ 健康評価 42V02,42V03 ○ 健康評估服務 4403

44 440248 providing community gardening facilities ○
コミュニティガーデニング施設の提
供

41K01,41K02 ○ 提供社區園藝設施 4401

44 440249 barber shop services ○ 理髪店による理容 42C01 ○ 理髮店服務 4402

44 440250
providing service animals to individuals with

disabilities
○ 障害者のための介助動物の提供 42X90 ○ 為身心障礙者提供服務性動物 4403

44 440251 dance therapy ○ ダンス療法による治療 42V02 ○ 舞蹈療法 4403

44 440252 art therapy ○ 芸術療法による治療 42V02 ○ 藝術療法 4403

44 440253 music therapy ○ 音楽療法による治療 42V02 ○ 音樂療法 4403

44 440254
remote monitoring of medical data for medical

diagnosis and treatment
○

医療診断及び治療のための医療デー
タの遠隔監視

42V02 ○
醫療診斷和治療之醫療數據遠端監
控

4403

44 440255 medical treatment using cultured cells ○ 細胞培養を利用した治療 42V02 ○ 使用培養細胞之醫療 4403

44 440256
cultured cell bank services for medical

transplantation
○ 移植用の培養細胞の管理・提供 42V02 ○ 醫療移植用培養細胞銀行服務 4403

44 440257 learning disability screening services ○ 学習障害の検査 42V02 ○ 學習障礙篩檢服務 4403

44 440258 Attention Deficit Disorder screening services ○ 注意力欠如障害の検査 42V02 ○ 注意力缺失症篩檢服務 4403

44 440258 ADD screening services ○ 注意力欠如障害の検査 42V02 ○ ＡＤＤ篩檢服務 4403

44 440259
Attention Deficit Hyperactivity Disorder

screening services
○ 注意欠如・多動症の検査 42V02 ○ 注意力不足過動症篩檢服務 4403

44 440259 ADHD screening services ○ 注意欠如・多動症の検査 42V02 ○ ＡＤＨＤ篩檢服務 4403

44 440260 diagnosis of visual processing disorders ○ 視覚処理障害の診断 42V02 ○ 視覺處理障礙的診斷 4403

44 440261 rental of gardening implements ○ ガーデニング用具の貸与 42X05,42X26 ○ 園藝工具租賃 4407

44 440262 vaccination services ○ 予防接種 42V02 ○ 接種疫苗服務 4403

44 440263
rental of respiratory masks for artificial

respiration
○ 人工呼吸用の呼吸マスクの貸与 42X09 ○ 人工呼吸用呼吸面罩租賃 4405

44 440264
medical examination for quarantine clearance

purposes
○ 検疫のための診察 42V02 ○ 為檢疫通關目的之醫療檢驗 4403

45 450001 personal bodyguarding ○ 身辺の警備 42T01 ○ 私人保鑣 4505

45 450002 chaperoning ○ 社交界における付き添い 42W03 ○ 社交伴護 4518

45 450002 escorting in society [chaperoning] ○ 社交界における付き添い 42W03 ○ 社交伴護 4518

45 450003 detective agency services ○ 探偵による調査 42U01 ○ 偵探社服務 4505

45 450005 dating services ○ 交際相手の紹介 42H01 ○ 交友服務 4503

45 450006 night guard services ○ 夜間警備 42T01 ○ 夜間守衛 4505

45 450033 opening of security locks ○ 安全錠前開け 37E08,42Z99 ○ 開保險鎖 4511

45 450046 evening dress rental ○ イブニングドレスの貸与 42X02 ○ 晚禮服租賃 4501

45 450047 crematorium services ○ 火葬 42J01 ○ 火葬場服務 4504

45 450053 missing person investigations ○ 行方不明者の捜索 42U01 ○ 尋人調查 4505

45 450056 burial services ○ 埋葬 42J01 ○ 喪葬服務 4504

45 450057 funerary undertaking ○ 葬儀の執行 42J01 ○ 殯儀服務 4504

45 450081 clothing rental ○ 衣服の貸与 42X02 ○ 服裝租賃 4501

45 450099 guard services ○ 護衛 42T01 ○ 守衛服務 4505

45 450112 marriage agency services ○ 結婚相談所における交際相手の紹介 42H01 ○ 婚姻介紹所服務 4503

45 450117 physical security consultancy ○ 身体上の保安に関する助言 42T01 ○ 保全諮詢 4505

45 450146 horoscope casting ○ 星占い 42U02 ○ 占星服務 4502

45 450179 fire-fighting ○ 消防 42T01 ○ 消防 4505

45 450184 organization of religious meetings ○ 宗教集会の運営 42Z99 ○ 籌劃宗教集會 4513

45 450193 adoption agency services ○ 養子の斡旋 42H01 ○ 收養代理服務 4512

45 450194 monitoring of burglar and security alarms ○ 防犯用及び保安用警報機による監視 42T01 ○ 安全及防盜警報系統的監控 4505

45 450195 babysitting ○ ベビーシッティング 42W01 ○ 嬰兒臨時照顧 4518

45 450196 security screening of baggage ○ 手荷物のセキュリティ検査 42T01 ○ 行李安全檢查 4505

45 450197 house sitting ○ 留守番 42W03 ○ 住家臨時看管 4518

45 450198 pet sitting ○ ペットの世話 42V04 ○ 寵物臨時照顧 4518

45 450199 personal background investigations ○ 身元調査 42U01 ○ 個人背景調查 4505

45 450200 lost property return ○ 遺失物の捜索・返還 42U01 ○ 失物尋還 4505

45 450201 mediation ○ 調停 42R01 ○ 調解 4522

45 450202 inspection of factories for safety purposes ○ 工場の安全確認 42T01 ○ 工廠安全檢查 4505

45 450203 rental of fire alarms ○ 火災報知機の貸与 42X08 ○ 火災警報器出租 4505

45 450204 rental of fire extinguishers ○ 消火器の貸与 42X08 ○ 滅火器出租 4505

45 450205 arbitration services ○ 仲裁 42R01 ○ 仲裁服務 4522

45 450206 intellectual property consultancy ○ 知的財産権に関する助言 42R01,42R02 ○ 智慧財產權諮詢 4522

45 450207 copyright management ○ 著作権の管理 42R02 ○ 著作權管理 4522

45 450208 licensing of intellectual property ○
知的財産権の利用に関する契約の代
理又は媒介

42R01,42R02 ○ 智慧財產權授權 4522

45 450209
monitoring intellectual property rights for

legal advisory purposes
○

法律に関する助言のための知的財産
権の監視

42R01,42R02 ○ 為法律諮詢目的之智慧財產權監視 4522

45 450210 legal research ○ 法律的事項に関する研究 42Q99 ○ 法律研究 4522

45 450211 litigation services ○ 訴訟（法律）事務 42R01 ○ 訴訟服務 4522

45 450212 licensing of computer software [legal services] ○
コンピュータソフトウェアの利用に
関する契約の代理又は媒介

42R01,42R02 ○ 電腦軟體授權（法律服務） 4522

45 450213 registration of domain names [legal services] ○
インターネットドメイン名の登録に
関する法律業務

42R01 ○ 網域名稱註冊（法律服務） 4522

45 450214 alternative dispute resolution services ○ 裁判外紛争解決 42R01 ○ 替代性糾紛解決服務 4522

45 450215 rental of safes ○ 金庫の貸与 39L08 ○ 保險箱出租 4505

45 450216 genealogical research ○ 系図の調査 42Q99,42U01 ○ 宗譜研究 4525

45 450217 planning and arranging of wedding ceremonies ○ 結婚式の企画及び手配 42H02 ○ 婚禮計畫和安排服務 4506

45 450218 online social networking services ○
オンラインによるソーシャルネット
ワーキングサービスの提供

42H01 ○ 線上社交網路服務 4503

45 450219 releasing doves for special occasions ○ 特別な行事のための放鳩 42Z99 ○ 特殊場合釋放鴿子 4527

45 450220 embalming services ○ 遺体の防腐処理 42J01,42V02 ○ 屍體防腐服務 4504



45 450221 legal document preparation services ○ 法的書類の作成（法律業務） 42R01,42R02 ○ 法律文件準備服務 4522

45 450222 tracking of stolen property ○ 盗難品の追跡調査 42T01 ○ 遭竊財物追蹤 4505

45 450223 legal services relating to licences ○ ライセンスに関する法律業務 42R01,42R02 ○ 與授權相關的法律服務 4522

45 450224 astrology consultancy ○ 占星術による相談 42U02 ○ 占星諮詢 4502

45 450225 spiritual consultancy ○
霊的・スピリチュアルな視点による
身の上相談

42U02 ○ 心靈諮商 4516

45 450226 cartomancy services ○ カードを用いた占い 42U02 ○ 紙牌卜卦服務 4502

45 450227 personal wardrobe styling consultancy ○ 衣装の選定 42C01,42G03 ○ 提供個人服裝造型諮詢 4526

45 450228 personal letter writing ○ 私信の代筆 42Z99 ○ 私人信函的書寫 4529

45 450229 conducting funeral ceremonies ○ 葬儀の執行 42J01 ○ 舉行葬禮儀式 4504

45 450230
legal services in relation to the negotiation of

contracts for others
○

契約の交渉に関する法律業務（他人
のためのこと）

42R01,42R02 ○ 為他人提供合約協商的法律服務 4522

45 450231 conducting religious ceremonies ○ 宗教儀式の実施 42Z99 ○ 舉行宗教儀式 4513

45 450232 dog walking services ○ 犬の散歩の代行 42V04 ○ 遛狗服務 4518

45 450233 leasing of internet domain names ○ インターネットドメイン名の貸与 42X90 ○ 網域名稱租賃 4522

45 450234 kimono dressing assistance ○ 着物の着付け 42C01 ○ 協助和服著裝 4501

45 450235 legal advice in responding to calls for tenders ○ 入札への応札のための法的助言 42R01,42R02 ○ 投標法律諮詢 4522

45 450235
legal advice in responding to requests for

proposals [RFPs]
○ 入札への応札のための法的助言 42R01,42R02 ○ 投標（需求建議書）法律諮詢 4522

45 450236
licensing [legal services] in the framework of

software publishing
○

ソフトウェア制作における契約の代
理又は媒介

42R01,42R02 ○ 軟體發行業授權法律服務 4522

45 450237 legal watching services ○ 法律的事項の監視 42R01,42R02 ○ 法律監控服務 4522

45 450238 organization of political meetings ○ 政治集会の運営 42Z99 ○ 籌劃政治性集會 4530

45 450239 legal consultancy relating to patent mapping ○
パテントマップに関する法分野にお
ける助言

42R01 ○ 專利地圖之法律諮詢 4522

45 450240 legal advocacy services ○ 法律的事項に関する弁護 42R01,42R02 ○ 法律倡議服務 4522

45 450241 concierge services ○

個人のニーズに合わせて手配や情報
提供などを行うコンシェルジュの役
務

45K01 ○ 禮賓服務 4518

45 450242 bereavement counselling ○ 遺族に対する身の上相談 42U02 ○ 喪親之心靈諮商 4516

45 450242 bereavement counseling ○ 遺族に対する身の上相談 42U02 ○ 喪親之心靈輔導 4516

45 450243 lifeguard services ○ 水難救助員による監視及び救助 42T01 ○ 保鑣服務 4505

45 450244 legal services in the field of immigration ○ 入国管理に関する法律業務 42R01 ○ 移民法律服務 4522

45 450245 tarot card reading services for others ○
他人のためのタロットカードによる
占い

42U02 ○ 為他人解讀塔羅牌之服務 4502

45 450246 regulatory compliance auditing ○ 法規制遵守のための監査 42R01,42R02 ○ 法規符合性稽核 4522

45 450247 legal compliance auditing ○ 法令遵守のための監査 42R01,42R02 ○ 法遵 4522

45 450248 legal conveyancing ○ 法的な不動産譲渡手続 42R01 ○ 產權轉讓的法律服務 4522

45 450249 political lobbying services ○ 政治的なロビー活動 42Z99 ○ 政治遊說服務 4522

45 450250 mortuary cosmetologists' services ○ 埋葬美容師による死化粧の施術 42J01 ○ 遺體美容修復服務 4504

45 450250 desairologists' services ○ 埋葬美容師による死化粧の施術 42J01 ○ 遺體美容修復服務 4504

45 450251 surveillance services by drone ○ ドローンによる監視 42T01 ○ 無人機安全監視服務 4505

45 450252 law enforcement ○ 法的な権利行使の代理 42R01,42R02 ○ 法律執行 4522

45 450253 social introduction agency services ○ 社交のための紹介 42H01 ○ 聯誼介紹所服務 4503

45 450254 personal shopping for others ○ 買い物の代行 42W03 ○ 為他人提供私人購物服務 4518

45 450255 medical alarm monitoring ○ 医療警報監視 42T01 ○ 緊急通報醫護之監控服務 4505

45 450256
security guarding of facilities via remote

monitoring systems
○

遠隔監視システムを用いた施設の警
備

42T01 ○
透過遠端監控系統提供場所安全守
衛

4505

45 450257 locating and tracking of lost people ○
行方不明者の位置情報の提供及び追
跡

42T01,42U01,42Z99 ○ 失蹤人口定位及追蹤 4505

45 450258 legal process serving X ［法的なプロセスサービング］ ― ○ 法律程序服務 4522

45 450259 line sitting services ○ 行列並びの代行 42W03,42Z99 ○ 代排隊服務 4518

45 450260
legal research in the field of environmental

protection
○

環境保護の分野における法律的事項
に関する研究

42Q99 ○ 環境保護領域的法律研究 4522

45 450261 doula services X ［ドゥーラサービス］ ― ○ 陪產員服務 4518

45 450262 rental of video surveillance cameras ○ 監視カメラの貸与 42X08 ○ 監視攝錄影機出租 4505

45 450263 locating and tracking of lost property ○ 遺失物の位置情報の提供及び追跡 42T01,42U01,42Z99 ○ 失物定位及追蹤 4505

45 450264 animal adoption services ○ 動物の里親の斡旋 42V04 ○ 動物收養代理服務 4531

45 450265
providing non-medical in-home care services for

individuals
X ［在宅者の世話（医療を除く。）］ ― ○ 為個人提供非醫療居家照顧服務 4518

45 450266 content moderation for internet chatrooms X

［インターネットのチャットルーム
のためのコンテンツモデレーショ
ン］

― X 網路聊天室內容審核 ―


