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第１章 総 則

（目的）

第１条 この細則は、装備品等の類別に関する訓令（昭和37年防衛庁訓令第

53号。以下「訓令」という。）第５条第２項及び第３項の規定に基づく類

別資料の構成、訓令第６条第４項の規定に基づく品目名の命名の方法、訓

令第７条の規定に基づく品目の属する分類区分案の作成方法、訓令第12条

の規定に基づく類別資料及び改定資料の作成方法、提出の手続その他必要

な細目並びに訓令第13条の規定に基づく取扱い品目の報告に関し必要な事

項を定めることを目的とする。

（用語の意義）

第２条 用語の意義は、訓令の定めるところによるほか、次の各号に定める

ところによる。

(1) 「供与品等品目」とは、供与品等に係る品目をいう。

(2) 「国産品目」とは、供与品等以外の装備品等に係る品目をいう。

(3) 「使用機関」とは、別表に定める機関をいう。

(4) 「幕僚長等」とは、大臣官房長、防衛省本省の施設等機関の長、統合

幕僚長、幕僚長（陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長をいう。以

下同じ。）、情報本部長、防衛監察監、地方防衛局長及び防衛装備庁長

官をいう。



(5) 「大臣官房長等」とは、大臣官房長、防衛省本省の施設等機関の長、

統合幕僚長、情報本部長、防衛監察監、地方防衛局長及び防衛装備庁

長官をいう。

(6) 「同等生産品」とは、訓令第６条の２第１項に規定する供与品等であ

って、日本国内で生産されたものをいう。

(7) 「取扱い報告資料」とは、訓令第１３条第１項第１号に規定する取扱

い品目の報告（以下「取扱い報告」という。）をするために用いる資

料をいう。

(8) 「取扱い廃止報告資料」とは、訓令第１３条第１項第２号に規定する

取扱い品目の報告をするために用いる資料をいう。

(9) 「類別資料等」とは、類別資料、取扱い報告資料、取扱い廃止報告資

料及び防衛省のカタログの改定を行うために必要な資料（以下「カタ

ログ改定資料」という。）をいう。

(10) 「品目識別基準」とは、訓令第２条第３号に規定する「記述型式」の

うち、機械処理のため定められた基準をいう。

(11) 「連邦指定品名索引」とは、訓令第２条第３号の連邦カタログ制度に

おいて定められている索引をいう。

(12) 「防衛省指定品名索引」とは、防衛大臣が連邦指定品名索引に準じて

定めた索引をいう。

(13) 「ＮＡＴＯ指定品名索引」とは、訓令第２条第３号のＮＡＴＯカタロ

グ制度において定められている索引をいう。

（類別資料等の作成）

第３条 幕僚長等は、使用機関ごとに類別資料、取扱い報告資料又は取扱い

廃止報告資料を作成するものとする。ただし、類別資料を作成する場合に

おいて該当する使用機関が２以上あるときは、そのうち最も適切な１の使

用機関に限るものとする。

２ 幕僚長等は、自ら防衛大臣に取扱い報告を行っている品目についてのみ

カタログ改定資料を作成するものとする。

（防衛省指定品名の指定等）

第３条の２ 防衛大臣は、必要と認める場合は、防衛省指定品名（防衛省指

定品名索引に記載される指定品名をいう。この条において同じ。）の指定、

指定変更又は指定取消し（以下「指定等」という。）を行う。

２ 幕僚長等は、防衛省指定品名の指定等を必要とする場合は、防衛省指定



品名（指定・指定変更・指定取消し）案を作成し、防衛装備庁長官へ提出

するものとする。

３ 防衛装備庁長官は、防衛省指定品名の指定等を必要とする場合又は幕僚

長等から前項に規定する防衛省指定品名案が提出された場合は、防衛大臣

に申請するものとする。

（製造者記号の付与等）

第４条 防衛装備庁長官は、必要と認める製造者ごとに製造者記号を付与す

る。

２ 防衛装備庁長官は、前項の規定により付与した製造者記号について、必

要があると認めるときは、これを変更又は廃止する。

３ 防衛装備庁長官は、前２項の規定により製造者記号を付与、変更又は廃

止した場合は、当該製造者の名称、所在地及び製造者記号を幕僚長等に通

知する。

４ 幕僚長等が類別資料等に記載する製造者記号は、前項の規定により通知

された製造者記号によるものとする。

５ 幕僚長等は、製造者記号の付与、変更及び廃止を必要とする場合は、製

造者記号（付与・変更・廃止）資料を防衛装備庁長官に提出するものとす

る。

（訓令の適用除外に関する申請）

第５条 幕僚長等は、訓令第３条第１項第１号及び第２号に掲げる装備品等

以外の装備品等について訓令による類別をすることが適当でないと認めら

れる場合は、理由を付して当該装備品等について訓令の適用除外の申請を

防衛大臣に行うものとする。

第２章 幕僚長が作成する類別資料等の作成の方法及び提出の手続等

第１節 類別資料

（類別資料の構成）

第６条 訓令第５条第２項に規定するその他別に防衛大臣が定める資料は、

国産品目又は供与品等品目に係る資料から成るものとする。

（品目識別案における品目名）

第７条 訓令第６条第４項に規定する品目識別案における品目名は、次項以



下の規定により選定又は命名したところによるものとする。

２ 訓令第６条第４項本文に規定する該当する指定品名がある場合とは、防

衛省指定品名索引、連邦指定品名索引又はＮＡＴＯ指定品名索引に記載さ

れている指定品名に係る品目の特性に該当するものがある場合をいう。こ

の場合において、防衛省指定品名索引、連邦指定品名索引又はＮＡＴＯ指

定品名索引のいずれか２以上に該当するものがあるときは、防衛省指定品

名索引に該当する指定品名がある場合にあつては当該指定品名を、防衛省

指定品名索引に該当する指定品名がない場合にあつては連邦指定品名索引

又はＮＡＴＯ指定品名索引に記載されている指定品名のうち最も適切と認

められるものを品目名として選定するものとする。

３ 訓令第６条第２項の規定により品目識別案を作成する場合において、前

項の規定により該当する指定品名がない場合の品目名の命名は、１の品名

主部及び２以下（医薬品及び化学薬品に係る品目名の場合は３以下）の品

名形容部によって構成した品名の案を、品目名とするものとする。

４ 訓令第６条の２第１項の規定により品目識別案を作成する場合におい

て、第２項の規定により該当する指定品名がなく、かつ、連邦カタログ制

度及びＮＡＴＯカタログ制度において命名されている品目名が確認されな

いときは、米陸軍省等が作成したカタログその他これに類する図書に記載

されている品名のうち最も適切と認められるものを使用するものとする。

ただし、これにより難いときは、前項の規定に準じて構成した品名の案を

使用するものとする。

（品目識別案の形式）

第８条 品目識別案は、次の各号に掲げる形式に区分するものとする。

(1) １ 形 式 訓令第６条第２項の規定又はＮＡＴＯカタログ制度参加国

からのＮＣＳ国産品の類別依頼により作成する場合であっ

て、品目を一つの生産品目に限定する必要がないときに適用

する形式であり、品目識別基準による品目の特性が記録され

たものをいう。

(2) １Ａ形式 訓令第６条第２項の規定又はＮＡＴＯカタログ制度参加国

からのＮＣＳ国産品の類別依頼により作成する場合であっ

て、品目を一つの生産品目に限定する必要があるときに適用

する形式であり、品目識別基準による品目の特性及び品目の



参考番号が記録されたものをいう。

(3) １Ｂ形式 訓令第６条第２項の規定又はＮＡＴＯカタログ制度参加国

からのＮＣＳ国産品の類別依頼により作成する場合であっ

て、１Ａ形式とほぼ同じであるが同一の参考番号が二つ以上

の品目を表し、それのみでは識別できないとき、それを区分

する技術上の特性が付記されたものをいう。

(4) ２ 形 式 ＮＡＴＯカタログ制度参加国からのＮＣＳ国産品の類別依

頼により作成する場合であって、品目の特性の記録がないも

のをいう。

(5) ３ 形 式 訓令第６条の２第１項の規定により作成する場合であっ

て、品目名、ナショナル物品番号又はＮＡＴＯ物品番号、製

造者記号及び参考番号が記録されたものをいう。

(6) ４ 形 式 訓令第６条第２項の規定又はＮＡＴＯカタログ制度参加国

からのＮＣＳ国産品の類別依頼により作成する場合であっ

て、１形式とほぼ同じであるが、品目の特性が一部記録され

ていないものをいう。

(7) ４Ａ形式 訓令第６条第２項の規定又はＮＡＴＯカタログ制度参加国

からのＮＣＳ国産品の類別依頼により作成する場合であっ

て、１Ａ形式とほぼ同じであるが、品目の特性が一部記録さ

れていないものをいう。

(8) ４Ｂ形式 訓令第６条第２項の規定又はＮＡＴＯカタログ制度参加国

からのＮＣＳ国産品の類別依頼により作成する場合であっ

て、１Ｂ形式とほぼ同じであるが、品目の特性が一部記録さ

れていないものをいう。

（品目の属する分類区分案）

第９条 訓令第５条第２項に規定する国産品目の属する分類区分案は、別冊

分類区分表に定める小分類区分の中から品目名及び品目の特性に該当す

る １の区分を選定し、当該小分類区分の分類番号により表示するものと

する。

２ 訓令第５条第２項に規定する供与品等品目の属する分類区分案は、当該

品目の品目識別におけるナショナル物品番号又はＮＡＴＯ物品番号の上位

４けたの番号により表示するものとする。



（品目識別案に引用した資料の提出）

第１０条 幕僚長は、仕様書又は規格その他の資料（以下「類別引用資料」

という。）を品目識別案に引用した場合は、当該類別引用資料を防衛装備

庁長官に提出するものとする。

第２節 類別資料等に対する処置

（類別資料等の返却）

第１１条 防衛装備庁長官は、提出された類別資料等を審査し、これを適切

でないと認める場合は、理由を付し、当該類別資料等を提出した幕僚長に

返却する。

２ 幕僚長は、前項の規定により類別資料等を返却された場合は、防衛装備

庁長官が再提出を要求するものについて、すみやかに類別資料等を修正し

て再提出するものとする。

（カタログ改定資料及び取扱い廃止報告資料の提出の指示）

第１２条 防衛大臣は、必要と認める場合は、幕僚長にカタログ改定資料又

は取扱い廃止報告資料の提出を指示する。

２ 幕僚長は、前項の規定によりカタログ改定資料又は取扱い廃止報告資料

の提出を指示された場合は、すみやかに当該資料を作成し、提出するもの

とする。

（意見の聴取）

第１３条 防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において、必要と認めるとき

は、幕僚長の意見を徴する。

(1) 品目を設ける場合

(2) 品目識別又は品目の属する分類区分を改定する場合

(3) 品目を廃止する場合

(4) 品目識別基準を定める場合

(5) 指定品名を定める場合

(6) その他の場合

２ 幕僚長は、前項の規定により意見を求められた場合は、すみやかに防衛

大臣に意見を提出するものとする。

（供与品等品目に同等生産品が属している場合の処置）



第１４条 防衛装備庁長官は、幕僚長が提出した類別資料及びカタログ改定

資料のうち当該品目に同等生産品が属している旨を表示した供与品等品目

が含まれている場合において、必要と認めるときは、当該表示をした幕僚

長に同等生産品についての調査を求めるものとする。

第３節 補助品目名

（補助品目名案）

第１５条 幕僚長は、補給業務に使用する文書及びカタログその他これに類

する図書に使用するため訓令第１０条に規定する補助品目名を必要とする

場合は、補助品目名案を作成し、これを防衛装備庁長官に提出するものと

する。

２ 防衛装備庁長官は、前項の規定により幕僚長から提出された補助品目名

案を審査し、これを適切と認める場合は、当該補助品目名案を防衛大臣に

提出するものとする。

（補助品目名案の作成）

第１６条 前条の補助品目名案を作成する場合は、原則として１の品名主部

及び２以下（医薬品及び化学薬品に係る補助品目名案の場合は、３以下）

の品名形容部により構成し、品名主部、品名形容部の順に配列するものと

する。

第４節 防衛省カタログの送付等

（防衛省カタログの送付）

第１７条 防衛装備庁長官が、訓令第１４条第１項の規定により防衛省カタ

ログを作成した場合は、当該カタログ及び必要な目録等を幕僚長に送付す

るものとする。

（防衛省カタログ送付の申請）

第１８条 幕僚長は、防衛省カタログを必要とする場合は、防衛装備庁長官

に送付の申請を行うものとする。

２ 防衛装備庁長官は、前項の申請に基づき、必要と認める場合は、防衛省

カタログを当該幕僚長に送付する。

第３章 大臣官房長等が作成する類別資料等の作成の方法及び提出の

手続等



（準用規定）

第１９条 第１０条、第１３条、第１５条から第１８条までの規定は、大臣

官房長等が、類別引用資料の提出を行う場合、防衛大臣から意見の聴取を

受け意見の提出を行う場合、補助品目名案を作成し提出する場合、防衛省

カタログの送付の申請を行う場合及び防衛省カタログ等の送付を受ける場

合に準用する。

第４章 雑 則

（委任規定）

第２０条 この細則に定めるもののほか、類別業務の処理に関し必要な事項

は、防衛装備庁長官が定める。



別 表

幕 僚 長 等 使 用 機 関

大 臣 官 房 長 防 衛 省 本 省 の 内 部 部 局

防 衛 大 学 校 長 防 衛 大 学 校

防 衛 医 科 大 学 校 長 防 衛 医 科 大 学 校

防 衛 研 究 所 長 防 衛 研 究 所

統 合 幕 僚 長 統 合 幕 僚 監 部

陸上自衛隊 補給統制本部 衛 生 部

陸上自衛隊 補給統制本部 施 設 部

陸上自衛隊 補給統制本部 需 品 部

陸上自衛隊 補給統制本部 火 器 車 両 部

陸 上 幕 僚 長 陸上自衛隊 補給統制本部 通 信 電 子 部

陸上自衛隊 補給統制本部 化 学 部

陸上自衛隊 補給統制本部 航 空 部

陸上自衛隊 補給統制本部 弾 薬 部

陸上自衛隊 補給統制本部 誘 導 武 器 部

海上自衛隊 海上幕僚監部 人事教育部厚生課

海上自衛隊 海上幕僚監部 人事教育部教育課

海上自衛隊 海上幕僚監部 防 衛 部 施 設 課

海上自衛隊 海上幕僚監部 装備計画部装備需品課

海上自衛隊 海上幕僚監部 装備計画部艦船・武器課

海 上 幕 僚 長 海上自衛隊 海上幕僚監部 装備計画部航空機課

海上自衛隊 海上幕僚監部 首 席 衛 生 官

海上自衛隊 補 給 本 部 艦 船 ・ 武 器 部

海上自衛隊 補 給 本 部 航 空 機 部

海上自衛隊 補 給 本 部 需 品 部

航空自衛隊 補 給 本 部

航空自衛隊 第２補給処

航 空 幕 僚 長 航空自衛隊 第３補給処

航空自衛隊 第４補給処

情 報 本 部 長 情 報 本 部

防 衛 監 察 監 防 衛 監 察 本 部

北 海 道 防 衛 局 長 北 海 道 防 衛 局

東 北 防 衛 局 長 東 北 防 衛 局

北 関 東 防 衛 局 長 北 関 東 防 衛 局

南 関 東 防 衛 局 長 南 関 東 防 衛 局

近畿中部防衛局長 近 畿 中 部 防 衛 局

中国四国防衛局長 中 国 四 国 防 衛 局

九 州 防 衛 局 長 九 州 防 衛 局

沖 縄 防 衛 局 長 沖 縄 防 衛 局

防 衛 装 備 庁 長 官 防 衛 装 備 庁
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目  次  
 

大分類

番 号  
大分類名称  

（頁）  
 

 

 
１０ 武器                            １  
１２ 射撃管制装置                        ２  
１３ 弾薬及び火薬類                       ４  
１４ 誘導弾                           ９  
１５ 航空機及び航空機体構造構成品               １１  
１６ 航空機用｛構成品・アクセサリ｝              １２  
１７ 航空機用｛射出・着陸・地上支援｝用器材          １５  
１８ 宇宙車両                         １６  
１９ 船舶、小舟艇、ポンツ－ン及び浮きドック          １７  
２０ 船体ぎ装品、船用品及び海上用品              １９  
２２ 鉄道用器材                        ２０  
２３ 地上用車両、自走車両、トレーラ及び自転車         ２１  
２４ トラクタ                         ２３  
２５ 車両構成品                        ２４  
２６ タイヤ及びチューブ                    ２５  
２８ エンジン、タービン及びその構成品             ２６  
２９ エンジンアクセサリ                    ２８  
３０ 機械的動力伝導装置                    ３０  
３１ 軸受け                          ３１  
３２ 木工用機器                        ３２  
３４ 金属加工用器材                      ３３  
３５｛サービス・商業｝用器材                  ３６  
３６ 特殊工業用器材                      ３７  
３７ 農業用機器                        ４０  
３８｛建設・鉱山・掘削・道路整備｝用機械            ４１  
３９ 物資取扱い用器材                     ４２  
４０ ロープ、ケーブル、チェーン及びその取付金具        ４３  
４１｛冷凍・空気調節・空気循環｝装置              ４４  
４２｛消火・救命・安全｝用器材及び環境保護用器材及び用具    ４７  
４３ ポンプ及び圧縮機                     ４８  
４４｛炉・蒸気設備・乾燥｝器材及び原子炉            ４９  
４５｛配管・暖房・廃棄物処理｝用器材              ５０  
４６｛浄水・汚水処理｝器材                   ５１  
４７ パイプ、チューブ、ホース及びその取付金具         ５２  
４８ 弁                            ５３  
４９｛整備・修理｝工場用器材                  ５４  
５１ 工具                           ５７  
５２ 計測工具                         ５８  
５３ 金物類及び研磨材                     ５９  
 



大分類

番 号  
大分類名称  

（頁）  
 
５４ 組立式構造物及び足場                   ６３  
５５ 木材、木工品、合成及び化粧板               ６４  
５６｛建設・建築｝材料                     ６５  
５８｛通信・探知・収束放射線｝器材               ６６  
５９｛電気・電子｝機器構成品                  ６９  
６０ 光ファイバ用｛材料・構成品・組部品・アクセサリ｝     ７２  
６１ 電線及び｛電力・配電｝用器材               ７４  
６２ 照明器具及びランプ                    ７６  
６３｛警報・信号・危険探知｝装置                ７７  
６５｛医・歯・獣医｝科用装置及び用品              ７８  
６６ 計器及び試験用装置                    ８０  
６７ 写真器材                         ８３  
６８ 化学｛薬品・製品｝                    ８４  
６９ 教材及び訓練器材                     ８５  
７０ 自動データ処理装置（ファームウェアを含む）、ソフトウェア、  

消耗品及び維持備品                    ８６  
７１ 家具                           ８９  
７２｛住居・市販｝用｛調度品・器具｝              ９０  
７３｛調理・配ぜん｝用器材                   ９１  
７４ 事務用機械、文書処理システム及び視覚記録装置       ９２  
７５ 事務｛用品・用具｝                    ９３  
７６ 図書、地図及びその他の刊行物               ９４  
７７ 楽器・蓄音機及び家庭用ラジオ               ９５  
７８｛娯楽・運動｝用具                     ９６  
７９ 掃除｛用品・用具｝                    ９７  
８０ ブラシ、ペイント、密閉剤及び接着剤            ９８  
８１ 容器及び荷造り材料                    ９９  
８３ 繊維、皮革、毛皮｛衣服・靴｝用付属品、天幕及び旗    １０１  
８４ 被服、個人装具及び記章                 １０２  
８５ 化粧品類                        １０４  
８７ 農業用品                        １０５  
８８ 生き物                         １０６  
８９ 食糧                          １０７  
９１ 燃料、潤滑油、油脂及びワックス             １０８  
９３ 非金属加工材料                     １０９  
９４ 非金属粗製材料                     １１０  
９５ 金属｛棒・板・形状｝                  １１１  
９６ 鉱石、鉱物及びその一次製品               １１２  
９９ その他のもの                      １１３  
 



１ この分類区分表においては、分類区分として大分類区分と小分類区分を

設け、大分類区分及び小分類区分をそれぞれ分類区分の番号順に掲載する。 
また、必要に応じて、大分類区分の表題の下に注を付して、当該大分類

区分の範囲について補足的説明を加えるとともに、小分類区分の「摘要」

欄に「含むもの」及び「除くもの」のおもなものを示して、当該小分類区

分の範囲を明らかにしている。  
 
２ この分類区分表において用いる次の表の左欄に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該右欄に示すとおりとする。  
 

用語  説      明  

機 器 
機械及び器具の総称をいう。  
例：木工機械及び木工機械用工具の総称である木工用  

機器  

器 械 
機器のうち、特に小規模若しくは精密な機械又は複雑な

機能を持つ器具をいう。  
例：ロビンソン風力計、顕微鏡  

器 材 
機器、装置及びそれらの関連資材の総称をいう。  
例：カメラ、撮影用投光装置、フィルム等の総称である

写真器材  

単 一 部 品 
単体又は単体の結合体であって破壊しないでは分解でき

ない部品をいう。（英語：Ｐａｒｔ）  
例：ボルト、電子管  

小 組 部 品 

２以上の単一部品からなり、組部品又はユニットの一部

を構成するもので、それ自体を単位として交換可能である

ものをいう。（英語：Ｓｕｂａｓｓｅｍｂｌｙ）  
例：自動車のリング付きピストン、電話機のダイヤル  

組 部 品 

多数の単一部品又は小組部品からなり、一定の機能を持

ち、通常、最終品目の一部を構成し、それ自体を単位とし

て交換可能であるものをいう。（英語：Ａｓｓｅｍｂｌｙ） 
例：自動車の前照燈、航空機のエンジン  

最 終 品 目 

単体又は２以上の単体で構成された結合体であって、そ

れ自体で直ちに最終目的の用途に使用できるものをいう。  
（英語：Ｅｎｄ ｉｔｅｍ）  

例：消しゴム、トラック  

ユ ニ ッ ト 

単一部品、小組部品及び組部品を、それぞれ又はこれら

を相互に組み合わせて一体としたもの、又は一つの組部品

であって、使用する位置が変わっても通常独立して作動す

る能力を有するものをいう。（英語：Ｕｎｉｔ）  
例：電動機、内燃機関  

構 成 品 
小組部品、組部品又は最終品目を構成するそれぞれの部

分品をいう。（英語：Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ） 

例：航空機の翼、工具セットの内容品 

 
( i )  



用 語  説      明  

アクセサリ 

他の組部品、ユニット又はセットとともに用いてこれら

を補足するように設計された単一部品、小組部品又は組部

品であって、他の組部品、ユニット又はセットの基本的機

能を拡張又は変化することなく、それらの有効性に貢献す

るものをいう。（英語：Ａｃｃｅｓｓｏｒｙ）  
例：自動車の後写鏡、自動車のヒータ  

アタッチメント 

他の組部品、ユニット又はセットとともに用いるように

設計された単一部品、小組部品又は組部品であって、他の

組部品、ユニット又はセットの基本的機能を拡張又は変化

することによって、それらの有効性に貢献するものをいう。

（英語：Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ）  
例：小銃に接合して用いられるてき弾発射筒、クレーン

に接合して用いられるフロントショベル  

セ ッ ト 

１又はそれ以上のユニット及びこれに必要な単一部品、

小組部品又は組部品を組み合わせて、１の機能を遂行でき

るようにしたものをいう。（タイヤセット又は工具セット

のように類似した部分品の集合体をいうこともある。）  
（英語：Ｓｅｔ）  

例：ケーブル、マイクロフォン及び測定機器のような単

一部品、組部品及びユニットからなる音響測定セット  

キ ッ ト 

特定行為を遂行するために必要な補用部品（補用部品と

は、装備品等の整備に必要な単一部品、小組部品及び組部

品をいう。）、材料、消耗品又は器具を一組にしたものを

いう。（英語：Ｋｉｔ）  
例：気化器修理部品キット、遭難パイロット生存用品  

キット  

アウトフィット 
特定の任務を遂行するのに必要な個人用特殊装備品等の

一式をいう。（英語：Ｏｕｔｆｉｔ）  
例：操縦士用アウトフィット  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( i i)  



 
３ この分類区分表における名称の記載要領は、次のとおりとする。  
（１）各名称の区切りは、「、」を使用する。  

なお、区切りの「、」の中で並列する数個の名称の区切りには、「・」

を使用する。  
例１：機関銃、銃剣  
例２：探照燈塔、管制塔、アンカーレール・タイロット・プレース・

ステップス・張網組部品等の組立て式塔構成品、塔用特殊金物  
（２）共通部分を有する類似した数個の名称は、そのうちの相違する部分を

取りまとめて「中かっこ」内に「・」により区別して例記し、共通の部

分を「中かっこ」外に記す。  
例１：「魚雷発射装置及び爆雷発射装置」は、「｛魚雷・爆雷｝発射

装置」  
例２：「エンジン用空気フィルタ、エンジン用空気ストレーナ、エン

ジン用オイルフィルタ及びエンジン用オイルストレ－ナ」は、「エ

ンジン用｛空気・オイル｝｛フィルタ・ストレ－ナ｝」  
（３）１の機器等が２以上の機能を有するときは、それぞれを表わす名称の

うち相違する部分を取りまとめて「中かっこ」内に「－」によって列記

し、共通部分を外に記す。  
例：「タイヤ及びチュ－ブのいずれをも修理できるキット」は、「｛タ

イヤチュ－ブ｝修理キット」  
 
４ この分類区分表においては、大分類区分及び小分類区分を、それぞれ大

分類及び小分類と略称する。  
 
５ この分類区分表の摘要欄に「補給業務等の参考に資するために表示して

いるものである。」と注記してある分類区分は、当該分類区分に属する装

備品等が、装備品等の類別に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第５３号）

第２条第２号の規定に基づき、類別の対象から除外されているため防衛省

カタログに使用しないものである。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( i i i )  
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1大分類 １０1      武  器 1 
 

注： この大分類は、攻撃及び防御武器を含む。 大分類１２又は、大分類５８に分類される｛射撃管

制・暗視｝装置は、この大分類から除外する。 

 

小分類 

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１００５ 口径３０ｍｍまでの｛銃・砲｝ （含）機関銃、｛機関銃・けん銃｝用ブラシ 

（除）航空機砲塔 

１０１０ 口径３０ｍｍを越えて７５

ｍｍ未満の砲 

（含）閉鎖機構、砲架、てき弾発射筒、薬きょう、｛単発

手動・半自動・自動｝式火器 

１０１５ 口径７５ｍｍから１２５ｍ

ｍまでの砲 

（含）閉鎖機構、砲架、装てん機 

１０２０ 口径１２５ｍｍを越えて１

５０ｍｍまでの砲 

（含）閉鎖機構、動力装置、砲の盾 

１０２５ 口径１５０ｍｍを越えて２

００ｍｍまでの砲 

（含）砲床、砲架、砲の盾 

１０３０ 口径２００ｍｍを越えて３

００ｍｍまでの砲 

（含）砲のヨーク、装てん機、リフレクタ 

１０３５ 口径３００ｍｍを越える砲 （含）閉鎖機構、旋回装置、動力装置 

１０４０ 化学｛武器・装置｝ （含）火炎放射機、発煙機 

１０４５ ｛魚雷・爆雷｝発射装置 （含）爆雷投下軌条、魚雷発射管 

１０５５ ｛ロケット弾・火工品｝発射

装置 

（含）航空機搭載用ロケット弾発射装置で、誘導弾の発

射にも適するもの。  

（除）特殊設計の航空機搭載用誘導弾発射装置、投下可

能のロケット弾発射装置、特定の航空機機体用に設

計された発射装置のフェアリング、小銃てき弾発射

筒、てき弾発射筒、薬きょう、｛単発手動・半自動・

自動｝式火器 

１０７０ 防潜網及び防材 注：  港湾防備用の防潜網及び防材だけを、この分類番

号に分類する。  

１０７５ ｛消磁・掃海｝器材   

１０８０ ｛偽装・欺騙｝用器材 （含）欺｛砲・航空機・車両｝、偽装網 

１０９０ ２以上の分類番号の武器に

それぞれ互換性のある組部

品 

（含）大分類「１０」の２以上の分類番号に分類される

武器の構成品及びアクセサリ 

１０９５ その他の武器 （含）もやい銃、カタパルトガン、銃剣、礼砲、信号照

明銃、信号銃、照明弾、阻塞気球、この大分類に分

類される武器に用いられ、この他の分類番号のいず

れの分類番号にも分類されないアクセサリ、消耗性

の爆弾供給器 

 

 

 

 



2 

1大分類 １21 射撃管制装置 

 

注： 射撃管制装置の組部品、小組部品及び構成品は、次のように分類する。  

１ 次の各号の１に該当するものは、この大分類のそれぞれ該当する分類番号に分類する。 

（１）数種の用途に使えるように設計された射撃管制装置の組部品、小組部品及び構成品  

（２）誘導弾遠隔管制装置と共用するように改修された射撃管制装置の組部品、小組部品及び構成品 

（３）艦船専用誘導弾遠隔管制装置専用に設計された射撃管制装置の組部品、小組部品及び構成品 

（４）射撃管制装置専用に設計されたレーダ機器の組部品、小組部品及び構成品  

（５）昼間視察と夜間視察のできるものが一つの完成ユニットになっている射撃管制装置の組部品、

小組部品及び構成品     

２ 航空機｛射・爆｝撃管制専用に設計されたものは、それぞれ分類番号１２７０又は、分類番号１

２８０に分類する。   

３ 誘導弾遠隔管制装置専用に設計された射撃管制装置の組部品、小組部品及び構成品は、分類番号

１４３０に分類する。ただし、艦船専用型は除く。   

４ 射撃管制装置又は、通信用機器のいずれにも使えるように設計された射撃管制用の組部品、小組

部品及び構成品は、大分類５８のそれぞれ該当する分類番号に分類する。   

５ 暗視用に設計された射撃管制装置の組部品、小組部品及び構成品は、大分類５８のそれぞれ該当

する分類番号に分類する。    

                                                                           

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１２１０ 射撃管制装置用方位盤   

１２２０ 射撃管制装置用計算｛照準

器・装置｝ 

  

１２３０ 射撃管制装置一式 注：  完備した射撃管制装置だけを,この分類番号に分類

し、射撃管制装置用の個々の完備した装置（例えば、

単独の最終品目、組部品、単一部品、アタッチメン

ト又は、アクセサリ）は、この分類番号から除外す

る。 

１２４０ 光学的｛照準・測距｝機器 （含）潜水艦用潜望鏡、｛測距・測高｝ファインダ、眼鏡

照準具、射撃管制装置に組み込まれる光学機器 

１２５０ 射撃管制用安定機構   

１２６０ 射撃管制用｛指令・指示｝機

器 

（含）｛砲塔・砲・魚雷発射管・探照燈｝指示用機器、目

標指示用機器、同期装置 

１２６５ 射撃管制用｛送・受｝信機器

（航空機搭載用を除く。） 

（含）射撃管制用｛送信・受信・送受信・受信調整｝機  

（除）射撃管制レーダ機器専用に設計された射撃管制用

｛送・受｝信機器 

１２７０ 航空機用射撃管制装置構成

品 

（含）航空機砲塔、特殊設計の計算機、完備したジャイ

ロ装置   

（除）ガンチャージャ、弾薬箱、ガンヒータ、リンクシ

ュート、アムニッションブースタ（送弾加速器）、ジ

ャイロ構成品、完備した射撃管制装置 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１２８０ 航空機用爆撃管制装置構成

品 

 

（含）特殊設計の計算機、ジャイロ装置、爆撃管制用光

学機器  

（除） ジャイロ構成品、レンズ・プリズム・フィルタ光

学部品 

 

１２８５ 射撃管制用レーダ装置（航空

機搭載用を除く。） 

（含）射撃管制装置専用に設計されたレーダ｛セット・

組部品・小組部品・構成品｝ 

１２８７ 射撃管制用対潜測音機器 注：  水中射撃管制装置専用に設計された｛航空機・艦

船・潜水艦｝搭載用対潜測音装置のセット、組部品、

小組部品及び構成品は、この分類番号に分類する。 

１２９０ その他の射撃管制装置 （含）信管測合器、武器用ケーブル装置、方向板、｛光・

音｝距離測定セット、この大分類「１２」のいずれ

の分類番号にも分類できない射撃管制用｛構成品・

小組部品｝ 
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1大分類 １３1 弾薬及び火薬類  

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１３０５ 口径３０ｍｍまでの｛銃・砲｝

用弾薬 

（含）構成品 

１３１０ 口径３０ｍｍを越えて７５

ｍｍ未満の火砲用弾薬 

（含）信管・火管を除く構成品   

（除）信管・火管 

１３１５ 口径７５ｍｍから１２５ｍ

ｍまでの火砲用弾薬 

（含）信管・火管を除く構成品、信号照明弾   

（除）信管・火管 

１３２０ 口径１２５ｍｍを越える火

砲用弾薬 

（含）信管・火管を除く構成品   

（除）信管・火管 

１３２５ 爆 弾 （含）構成品、写真用せん光爆弾、集束爆弾 

１３３０ てき弾 （含）構成品、手榴弾、小銃てき弾、発煙てき弾  

（除）発射装置 

１３３６ 誘導弾弾頭及び爆薬構成品 （含）訓練用誘導弾弾頭   

（除）誘導弾以外のすべての弾頭、液体推進ユニット、

ロケットエンジン（液体推進ユニット）、補助ロケッ

トユニット、誘導弾用ロケット推進機（固体推進ユ

ニット）、固体燃料推進ユニット、誘導弾推進装置の

中に完成部分品として組込まれる消耗性容器（例え

ば、点火管、薬きょう等）入りの推進剤。  

１３３７ 誘導弾爆発推進装置、固体燃

料及びその構成品 

（含） 発射薬を装てんした誘導弾用のロケット推進機

（固体推進剤ユニット）、誘導弾固体燃料推進ユニッ

ト用のすべての爆発構成品、誘導弾推進装置の中に

完成部品として組込まれる消耗性容器（例えば、爆

管、薬きょう等）入りの固体推進剤   

（除）演習弾又は、擬製弾の誘導弾用のロケット推進機

（固体推進剤ユニット）、誘導弾個体推進ユニット用

のすべての訓練用（非爆性）構成品、誘導弾実用頭

部及びその構成品、ロケット推進ユニット、ロケッ

ト用のロケット推進機（固体推進剤ユニット）、使用

量及び品質の決まっている反復使用可能の容器入り

の固体推進剤 

１３３８ 誘導弾訓練用推進装置、固体

燃 料及びその構成品 

（含）演習弾又は、擬製弾の誘導弾用のロケット推進機

（固体推進剤ユニット）、誘導弾固体推進ユニット用

のすべての訓練用（非爆性）構成品 

（除） 発射薬を装てんした誘導弾用のロケット推進機

（固体推進剤ユニット）、誘導弾実用頭部及びその構

成品、ロケット推進ユニット、ロケット用のロケッ

ト推進機（固体推進剤ユニット） 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１３４０ ロケット、ロケット弾及びロ

ケット構成品 

（含）完成弾、実用頭部を含む爆発構成品、信号照明ロ

ケット、個体燃料の補助ロケット、ロケット用のロ

ケット推進機（個体推進剤ユニット）、ロケット実用

頭部の保護筒、投下可能のロケット弾発射装置、特

定環境条件用｛キット・セット｝、その他のいずれに

も分類されない特殊構成品 

（除）誘導装置を内蔵したロケット、ロケット以外のす

べての実用頭部 

１３４５ 地 雷 （含）構成品、対人地雷、対戦車地雷、信管 

１３４６ 遠隔制御弾薬類 注： 隊員が携行し使用するものではなく、将来的な活

動のための機能を持った弾薬類及びシステムであ

り、分割しての隊員による運搬又は、車両、航空機

により設置される。 遠隔制御装置又は、自己起爆

装置が備えられ、起爆等のための隊員による監視の

必要がない。 本区分の品目はすべて遠隔操作によ

る起動及び解除が可能である。 信管、｛安全・武装｝

装置、自己破壊機能、通信モジュール、指揮制御装

置等多様の構成品の複合体である。  

１３５０ 機雷の非爆発性構成品 （含）落下傘包、装てんしない機電管体、伝爆薬管、遅

動時計、時計発動装置、感応コイル、伸張器 

１３５１ 機雷の爆発性構成品 （含）装てん済みの機雷管、伝爆薬、雷管 

１３５２ 

 

 

 

 

機雷除去装置 注：  炸薬を持たない機雷除去装置。 主たる使用目的

は機雷の掃討や捜索であり、訓練目的にも使用され

る。  

（含）完備した機雷捜索装置、構成部品、｛演習・訓練｝

用品、空砲、擬製弾等   

（除）炸薬等を持たない魚雷の構成品、爆雷及び機雷 

１３５３ 

 

機雷爆破除去装置 注：  炸薬を含む、完備した爆破装置。 船舶又は、他

の遠隔地から標的に導き、爆発する。  

（含）完備した爆破装置、弾薬、爆発及び構成部品 

（除）機雷の爆発性構成品（分類番号１３５１）、魚雷の

爆発性構成品（分類番号１３５６）、軍用化学剤（分

類番号１３６５） 

１３５５ 魚雷の非爆発性構成品   

１３５６ 魚雷の爆発性構成品 （含）弾頭、伝爆薬、雷管 

１３６０ 爆雷の非爆発性構成品 （含）非爆破装置、雷管なしの爆破装置、伸張器 

１３６１ 爆雷の爆発性構成品 （含）装てん済みのケース、伝爆薬、雷管 

１３６５ 軍用化学剤 （含）特殊化学剤、発煙剤、｛焼い・ゲル化｝剤、信号用

発煙剤   

（除）弾薬を含む軍用化学剤 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１３６７ 戦術｛セット・キット・アウ

トフィット｝ 

注：  特殊な目的に使用される品目の集合体である。 セ

ット等の中には大分類１３に区分される弾薬類を１

項目以上含み、含まれる弾薬類は非殺傷性のもので

ある。 被服、個人装備火器、防弾チョッキ等が含

まれる。 セット等の各構成品は分類番号１３６７

ではなくそれぞれの分類番号に属する。  

１３７０ 火 工 品 （含）照明筒、信号筒、煙火、火せん   

（除）信号照明弾、写真用せん光爆弾、信号照明ロケッ

ト 

１３７５ 爆破材料 （含）紙薬きょう又は、薬のうに包装されたダイナマイ

ト、その他の爆薬・爆破薬・爆破用雷管・導火線・

爆破用発火装置等の｛構築・採石・爆破｝作業用品、

仕掛地雷装置、破壊筒、発火器・雷管装着線・導爆

線クリップ等の非爆発性｛用具・構成品｝   

（除）液体推進燃料・酸化剤、誘導弾推進装置の中に完

成部品として組み込まれる消耗性容器入りの固体推

進剤誘導弾爆発装置、衝撃薬きょう・延期薬きょう・

航空機座席射出装置・航空機キャノピリムーバ、そ

の他の航空機安全装置用｛爆発性品目・装置｝、使用

量及び品質の決まっている反復使用可能の容器入り

の固体推進剤、｛ロケット・誘導弾｝｛推進機・実用

頭部・推進部｝ 

１３７６ 爆 薬 （含）使用量及び品質の決まっている反復使用可能の容

器入りの固体推進剤、爆発装てん｛装置・構成品｝  

（除）液体推進燃料・酸化剤、誘導弾推進装置の中に完

成部品として組み込まれる消耗性容器入りの個体推

進剤誘導弾爆発装置、爆破材料、衝撃薬きょう・延

期薬きょう・航空機座席射出装置・航空機キャノピ

リムーバの他の航空機安全装置用｛爆発性品目・装

置｝、｛ロケット・誘導弾｝｛推進機・弾頭・推進部｝、

その他類似品目 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１３７７ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬きょう、推進薬起爆装置及

びその構成品 

注：  推進薬（薬きょう入り又は、成形されたもの）と

起爆装置からなり、他の装置に組み込み又は、取り

付けて、その装置を操作（操作手順において、時間

延期を必要とするか否かに関わらない。）するのに必

要なエネルギを供給するように設計された航空機安

全装置用爆発性品目は、この分類番号に分類する。 

また、上記品目によって発生したエネルギを利用す

るように設計された装置も含まれる。  

（含）衝撃薬きょう・延期薬きょう、エンジン始動薬き

ょう（火薬装てん）、消火薬きょう（通常、遠隔操縦

装置によって操作する。）、航空機座席射出機、航空

機座席射出機用のロケット推進機（固体推進剤ユニ

ット）、航空機キャノピリムーバ、推進薬・薬きょう

により作動されるスラスタ、起爆管、爆発ボルト薬

きょう、リーフィングラインカッタ、火薬起爆器付

き薬きょう、他のいずれの分類番号にも分類されな

い爆発装てん｛装置・構成品｝   

（除）液体推進燃料・酸化剤、誘導弾推進装置の中に完

成部品として組み込まれる消耗性容器入りの固体推

進剤誘導弾爆発装置、使用量及び品質の決まってい

る反復使用可能の容器入りのばら・固体の推進剤、

｛ロケット・誘導弾｝｛推進機・弾頭・推進部｝、爆

破破材料 

１３８５ ｛地上・水上｝用爆発物処理

工具及び器材 

注： 爆発物処理（ＥＯＤ）の有資格者専用に｛作製・

使用｝される｛工具・器材｝だけを、この分類番号

に分類する。  

（除）ＥＯＤの有資格者専用に作製されている特殊工具

以外の｛工具・器材｝、特殊破壊材料、指向性爆薬 

１３８６ ｛水中用爆発物処理・浮遊武

器｝用工具及び器材 

注：  ｛爆発物処理（ＥＯＤ）・水中破壊班（ＵＤＴ）・

海一空一地（ＳＥＡＬ）の有資格者専用に｛作製・

使用｝される｛工具・器材｝だけを、この分類番号

に分類する。  

（除）｛ＥＯＤ・ＵＤＴ・ＳＥＡＬ｝の有資格者専用に作

製されている特殊工具以外の工具、特殊破壊材料、

指向性爆薬 

１３９０ 信管及び火管 注：  分類番号（１３１０・１３１５・１３２０）に分

類される弾薬用の信管及び火管だけを、この分類番

号に分類する。  

（除）分類番号（１３１０・１３１５・１３２０）に分

類されない弾薬用の信管・雷管・火管 

１３９５ その他の弾薬及び火薬類 （含）弾薬を形づくるもの（例えば、弾殻、円形板、弾

薬の充てん物、雷管体及び弾帯） 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１３９８ 特殊弾薬｛取扱い・サービス｝

用器材 

 

（含）｛ロケット・弾薬｝用に特殊設計された｛取扱い・

サービス｝用器材  

（除）｛ロケット・信号照明弾発射器｝用に特殊設計され

た｛取扱い・サービス｝用器材、弾薬｛維持・修理

工場｝用特殊器材、航空機又は、航空基地用に特殊

設計された取扱い用器材 
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1大分類 １４1   誘導弾  

 

注： 飛行軌道を変えられる機構を持つ飛しょう体（弾頭又は、爆発構成品の有無にかかわらず）は、

この大分類に分類する。誘導弾専用に設計された｛レーダ・赤外線｝｛組部品・構成品｝は、この

大分類のそれぞれ該当する分類番号に分類する。 弾頭部を収容するために設計されたり又は、組

み立てられたミサイル及びミサイル弾頭のケース部、ノーズコーン、フレア部、センタ部、弾頭、

火薬構成品、ロケット及び補助構成品は、この大分類から除外する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１４１０ 誘 導 弾 注：  実用頭部及び爆薬部分の有無又は、組み立てられ

ているかどうかを問わず完備した誘導弾だけを、こ

の分類番号に分類し、誘導弾用｛最終品目・組部品・

単一部品・アタッチメント・アクセサリ｝は、この

分類番号から除外する。 

（含）最初に誘導弾として設計されたが、ドローンに転

用され完備したドローン 

１４２０ 誘導弾構成品 （含）弾体構造構成品、誘導弾専用に設計された構成品・

アクセサリ（完備したジャイロ装置、油圧ポンプ、

自動操縦装置及び特殊設計の組部品を含む。）、誘導

弾に組み込まれる電子誘導装置   

（除）誘導弾用の電子遠隔誘導装置、｛個体・液体｝推進

剤ユニット、ジャイロ装置の構成品 

１４２５ 完成誘導弾装置 注：  完成された誘導弾装置だけを、この分類番号に分

類する。 完成装置以外（例えば、誘導弾装置内に

使用する個々の最終品目、組部品、単一部品、アタ

ッチメント又は、アクセサリ）は、この分類番号か

ら除外する。   

（除）誘導弾補助装置 

１４２７ 誘導弾補助装置 注：  補給上単一品目として識別され、この大分類の他

の分類番号に適切に分類される２以上の最終品目の

結合又は、組合せだけを、この分類番号に分類する。 

補給上単一品目として結合されていないので、この

大分類の他の分類番号に分類されるそれぞれ最終品

目、組部品、小組部品、アタッチメント、アクセサ

リ又は、単一部品は、この分類番号から除外する。 

（除）完成誘導弾装置 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１４３０ 誘導弾遠隔管制装置 注：  航空機｛搭載・非搭載｝用として、特殊設計の誘

導弾遠隔管制装置｛構成品・アクセサリ｝を、この

分類番号に分類し、誘導弾遠隔管制装置と共用でき

るように改修された射撃管制用｛組部品・小組部品・

構成品｝及び艦船専用に設計された射撃管制用｛組

部品・小組部品・構成品｝は、この分類番号から除

外する。  

（含）誘導弾遠隔管制装置専用に設計された構成品 

（除）誘導弾に内蔵された管制装置、誘導弾とその他の

ものに共通に用いられる構成品（射撃管制装置の構

成品を含む）。  

１４４０ 誘導弾発射装置 （含）航空機｛搭載・非搭載｝誘導弾発射装置   

（除）航空機発射装置、ロケット発射装置 

１４５０ 誘導弾｛取扱い・サービス｝

用器材 

（含）誘導弾運搬専用に設計されたトラック及びトレー

ラ、特殊設計のつり網・ホイスト・ジャッキ・送風

機、誘導弾｛取扱い・サービス｝専用に設計された

自走車両及びトレーラ、誘導弾用カバー、特定環境

条件用｛キット・セット｝   

（除）誘導弾発射装置（分類番号１４４０）、航空機地上

支援用器材（分類番号１７３０） 
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1大分類 １５1 航空機及び航空機機体構造構成品 

 

この大分類に属する装備品等のうち防衛省設置法（昭和２９年法律第１６４号）第４条１３号に規定す

る装備品等である「航空機」に該当するものは、装備品等の類別に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令

第５３号）第２条第２号に基づき、類別の対象から除外されているが、補給業務等の参考に資するため

に表示しているものである。     

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１５１０ 固定翼航空機 注：  この分類番号は、補給業務等の参考に資するため

に表示しているものである。 完備した固定翼航空

機だけを、この分類番号に分類し、固定翼航空機用

｛最終品目・組部品・単一部品・アタッチメント・

アクセサリ｝は、この分類番号から除外する。 

１５２０ 回転翼航空機 注：  この分類番号は、補給業務等の参考に資するため

に表示しているものである。 完備した回転翼航空

機だけを、この分類番号に分類し、回転翼航空機用

｛最終品目・組部品・単一部品・アタッチメント・

アクセサリ｝は、この分類番号から除外する。 

１５４０ グライダ 注：  完備したグライダだけを、この分類番号に分類し、

グライダ用｛最終品目・組部品・単一部品・アタッ

チメント・アクセサリ｝は、この分類番号から除外

する。 

（含）動力付グライダ 

１５５０ ドローン 注：  完備したドローンだけを、この分類番号に分類し、

ドローン用｛最終品目・組部品・単一部品・アタッ

チメント・アクセサリ｝は、この分類番号から除外

する。 

（含）｛標的・訓練・監視・ミサイル評価・写真偵察｝専

用に設計されたドローン   

（除）操縦される航空機・誘導弾でドローンに転用した

もの。  

１５６０ 航空機機体構造構成品 注：  本体構成品、単一部品、骨格、尾翼、バルクヘッ

トなど固定され取り付けられた又は、特別航空機全

体の機体によって造られたシステムの単一部品は、

この分類番号に分類する。  

（含）恒久的に取り付ける燃料タンク、排気装置、航空

機用補助燃料タンク、航空機用パイロン   

（除）専用カバー、ヘリコプタロータブレーキ装置構成

品 
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1大分類 １６1 航空機用｛構成品・アクセサリ｝ 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１６１０ 航空機用プロペラ及び構成

品 

（含）航空機用プロペラ｛羽根、カム、コーン、ハブ、

ナット、スピナ｝テストクラブ、同期装置、出力制

御ユニット、油脂制御測定装置、プロペラ調速機  

（除）回転式ラダー、回転翼（分類番号１６１５） 

１６１５ ヘリコプタ用｛ロータブレー

ド・駆動装置・構成品｝ 

注：  ヘリコプタ｛駆動装置・ロータブレード｝専用に

特殊設計され、かつ、これだけに使用される各種の

構成品は、特に他の分類番号に分類されるものを除

き、この分類番号に分類する。  

（含） 回転翼及び回転式ラダーに対する航空機動力装置

から動力を伝達されたヘリコプタ動力構成品及び特

殊設計部品。 ロータ、ブレード、ロータブレード、

トリム、タブ、ブレードセット、ヨーク、クラッチ

及び伝達装置もこの分類番号に分類される。  

（除）プロペラ（分類番号１６１０）、ロータブレーキ装

置構成品（分類番号１６３０）、ブレード油圧折りた

たみ装置構成品（分類番号１６５０）、油圧サーボ装

置構成品（分類番号１６５０） 

１６２０ 航空機着陸装置構成品 （含）緩衝脚柱及びその構成品、恒久的に取り付ける構

成品（例えば、ねじり棒、振動リンク、抗力支柱、

着陸装置トラニオン、車軸及びシミーダンパ）、特殊

設計された油圧動力操作装置構成品  

（除）航空機に恒久的に取り付けるマウンティング｛プ

レース・プレート｝（分類番号１６８０）、着陸車輪、

スキー、フロート、車輪｛ブレーキ・ブレーキシリ

ンダ｝（分類番号１６３０） 

１６３０ 

 

 

航空機用｛車輪・ブレーキ装

置｝ 

（含）スキー、フロート、履帯、着陸車輪スキッドデテ

クタ、｛油圧・空圧｝｛車輪・ブレーキ装置｝専用に

設計された弁、ヘリコプタロータブレーキ装置構成

品   

（除）着陸装置車軸（分類番号１６２０） 

１６４０ 航空機制御ケーブル 注：  アタッチメント又は、端末機、滑車を備え、航空

機制御のため使用されるワイヤロープを、この分類

番号に分類する。  

（含）ワイヤロープ、単脚ワイヤアセンブリ、ワイヤス

トランド、制御用滑車、ターンバックル・ロックク

リップ及び他のワイヤロープアタッチメント及び端

末機   

（除）一般用のチェーン、ワイヤロープ（分類番号４０

１０）、滑車（分類番号３０２０）、その他の金物（分

類番号５３４０）、ロープ、ケーブル、チェーン用金

具（分類番号４０３０） 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１６５０ 航空機用｛油圧・真空・除氷｝

装置構成品 

 

注：  航空機専用に設計された構成品だけを、この分類

番号に分類する。  

（含）｛油圧空圧｝｛アキュームレータ・ポンプ・モータ・

作動シリンダ・フィルタ｝、除氷ブーツ、液体式除氷

｛ポンプ・バルブ・フィルタ｝、真空装置オイルセパ

レータ、｛キャビン・コンパートメント｝用以外の空

気与圧装置   

（除）ジェットエンジンの油圧系統構成品（分類番号２

８４０）、｛空気調節・加温・換気・キャビン与圧・

加熱式除氷｝用に設計された弁（分類番号１６６０）、

｛航空機エンジン（分類番号２８４０）・誘導弾（分

類番号１３３８）・誘導弾エンジン（分類番号１３３

８）｝専用に設計された弁、｛着陸装置（分類番号１

６２０）・車輪・ブレーキ装置｝構成品（分類番号１

６３０）、酸素吸入装置構成品（分類番号１６６０）、

空中給油装置の油圧系統構成品（分類番号１６８

０）、特殊設計された油圧動力操作装置構成品（分類

番号１６２０） 

１６６０ 航空機用｛空気調節・加温・

与圧｝装置 

注：  航空機用｛空気調節・加温・与圧｝装置専用に設

計された構成品は、この分類番号に分類し、また、

航空機用酸素吸入装置専用に設計された構成品も、

この分類番号に分類する。  

（含）キャビン過給装置、吸収缶、ボンベ、マスク、呼

吸管、固定酸素装置、航空機用｛空気調節・加温・

与圧｝装置専用に設計された特殊設計の航空機用の

弁、キャビン圧力調整器、熱交換器、エアーエキス

パンションタービン、航空機用ヒータ、通風装置構

成品、加熱式除氷装置、｛キャビン・コンパートメン

ト｝用与圧装置、空気拡散装置、キャビン圧力セレ

クタ、液体酸素気化器  

（除）酸素圧力｛信号・警報｝装置、ダクト・チュービ

ング地上型｛ヒータ・クーラ｝、｛キャビン・コンパ

ートメント｝用以外に用いられる与圧装置、液体式

除氷装置、｛航空機エンジン・誘導弾・誘導弾エンジ

ン｝専用に設計された弁。  

１６７０ 

 

 

 

 

 

 

落下傘、空中｛吊り上げ・補

給・回収｝装置及び空輸貨物

固縛器材 

注：  ｛空対空・空対地・地対空｝用｛補給・吊り上げ・

回収｝作業用に特殊設計された品目、セット及び装

置は、この分類番号に分類し、当該装置に用いられ

る単一部品、アタッチメント又は、組部品で、他の

分類番号に分類されている場合（例えば、送信用ラ

ジオブイ及び方向探知用サブシステム構成品）を除

き、この分類番号に分類する。 

（除）航空機機体内に備え付けの固縛用組部品 

 

 



14 

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

 １６８０ その他の航空機｛構成品・ア

クセサリ｝ 

 

（含）｛プッシュプル｝制御用組部品、操縦士室搭載用四

分儀｛電子式・機械式｝作動装置及び換気装置、排

尿管、地図支持具、航空機装着のグライダえい航用

アクセサリ、安全ベルト・肩縛帯、担架取付支持金

具、｛油圧・電気｝式防風ワイパ、航空機用消火装置

｛組部品・構成品｝、航空機用不活性ガス発生器、航

空機用調度品、航空機搭載｛ウインチ・ホイスト｝、

｛燃料・油圧｝系統構成品を含む空中給油装置構成

品、｛ドア・コンパートメント｝用カーテン、ケーブ

ル張力調整器、遮光ひさし、後写鏡、航空機用に特

殊設計された機械的伝動装置・定速駆動装置   

（除）エンジン搭載用制御組部品、固定カバー、航空機

用パイロン、へリコプタロータブレーキ装置構成品、

ヘリコプタ自動安全装置 
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1大分類 １７1 航空機｛射出・着陸・地上支援｝

用器材 
 

注： 誘導弾専用に設計されたトラック、トレーラ及び地上サービス用器材は、この大分類以外の大分

類に分類する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１７１０ 航空機着陸装置       （含）航空機アレステイングバリア 

（除）航空機用滑走路標識燈（分類番号６２２０参照） 

１７２０ 航空機射出装置 （含）カタパルト   

（除）誘導弾発射装置（分類番号１４４０参照） 

１７３０ 航空機地上支援用器材 注：  分類番号２５２０、２５３０、２５４０及び２５

９０に属する車両用構成品は、この分類番号から除

外する。  

（含）起動器、エンジン予熱器、係留組部品、車輪止め、

ビーチング装置、｛エルロン・エレベータ、ラダー｝

ロック、人員乗降はしご、整備用プラットフォーム、

航空機｛整備・搭乗｝用はしご、航空機整備用｛ス

リング・ホイスト｝、航空機フインチルチングジャッ

キ、飛行場用特殊｛リフトトラック・リフトトレー

ラ｝、機体構成品用カバー、航空機用カバー   

（除）航空機用組部品の輸送専用に設計された飛行場用

特殊｛トラック・トレーラ｝（分類番号１７４０）、

修理又は、オーバーホール専用の航空機組部品整備

スタンド、テストスタンド（分類番号４９２０）、一

般用｛ジャッキ（分類番号５１２０）・スリング（分

類番号３９４０）・ホイスト（分類番号３９５０）｝、

トレーラ（分類番号２３３０）、航空機用液体酸素（分

類番号１６６０） 

１７４０ 飛行場用特殊｛トラック・ト

レーラ｝ 

注：  分類番号２５２０、２５３０、２５４０及び２５

９０に属する車両用構成品は、この分類番号から除

外する。  

（含）航空機組部品輸送用に設計された飛行場用特殊｛ト

ラック、トレーラ｝、｛アフターバーナ・エンジン・

プロペラ・胴体・翼｝用トレーラ、航空機｛胴体・

翼｝用トラック、エンジン輸送用スキッド、エンジ

ン輸送用架台、飛行場用爆弾輸送トレーラ、破損航

空機移動用トラック  

（除）飛行場用特殊｛リフトトラック（分類番号３９３

０）・リフトトレーラ（分類番号２３３０）｝､高速道

路用｛トラック（分類番号２３３０）・トレーラ（分

類番号２３３０） 
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1大分類 １８1  宇宙車両 

 

注： この大分類は、有人、無人のカプセル、人工衛星、旋回物、衛星、宇宙デッキ及びこの様な宇宙

車両を含む。 誘導弾及びロケットは、この分類番号から除外する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

１８１０ 宇宙車両 注：  この分類番号は、完全な宇宙車両の形となってい

るものだけを含む。  

１８２０ 宇宙車両構成品 （含）構造物の構成品、特に宇宙車両に取り付ける装置

として設計された構成品及びアクセサリ、内部（組

み込まれた）制御装置   

（除）遠隔誘導装置 

１８３０ 宇宙車両遠隔制御システム （含）宇宙車両遠隔制御システムの専用に設計された構

成品   

（除）内部（組み込まれた）制御システム、誘導弾ミサ

イルと宇宙車両システム 

１８４０ 宇宙車両発射筒 （含）宇宙車両用として特別に設計された発射筒 

（除）誘導弾ミサイルと宇宙車両に使用される発射筒 

１８５０ 宇宙車両用運用及び整備用

装置 

注：  この分類番号は分類番号１６７０に分類される宇

宙車両空中回収システムを含まない。  

（含）宇宙車両を輸送するために専用に設計されたトラ

ック及びトレーラ、専用設計の吊り具、吊り上げ装

置、ジャッキ、取扱い及び整備用宇宙車両に専用に

設計された送風機及び自走車両、宇宙車両用掩蔽物  

（除）誘導弾ミサイル及び宇宙車両に運用、整備用とし

て使用される装備 

１８６０ 宇宙生存装備 （含）食料及び水製造装置、空気供給装置、シェルタ装

備、動力発生、変換装置   

（除）宇宙車両の完成された構成品の品目 
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1大分類 １９1 船舶、小舟艇、ポンツーン及び 

浮きドック 
 

 

注： １ この大分類に属する装備品等のうち防衛省設置法（昭和２９年法律第１６４号）第４条第１

３号に規定する装備品等である「船舶」に該当するものは、装備品等の類別に関する訓令（昭

和３７年防衛庁訓令第５３号）第２条第２号に基づき、類別の対象から除外されているが、補

給業務等の参考に資するために表示しているものである。  

２ 船舶、小舟艇、浮きドック、浮き乾ドック及びしゅんせつ船の完備したものだけを、この大

分類に分類する。 最終品目、組部品、単一部品、アタッチメント又は、アクセサリで上記に

用いられるものは、他に分類先がなければ大分類２０に分類する。 海上装備は大分類１９以

外の大分類に分類する。 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

 １９０５ ｛戦闘・揚陸｝用艦艇 （含）空母、戦闘船、クルーザ、護衛艦、潜水艦、フリ

ゲート艦及びコルベット艦、小型砲艦、魚雷艇、駆

逐艦、揚陸船、機雷設置艇及び掃海艇 

 １９１０ ｛客・兵員輸送｝船   

 １９１５ 貨物船及びタンカ   

 １９２０ 漁 船   

 １９２５ 特殊船艇 （含）曳航船、引き船、消防船、砕氷船、修理船、連絡

船（ブイ、灯台、護衛艦）、灯台船、海底ケーブル敷

設船（海難救助、潜水艦救助）船   

（除）戦闘船、浚渫船 

 １９３０ 貨物用｛バージ・ライター｝ （含）航空機用ライター、車両艀船、その他の輸送用バ

ージ、補給バージ、大型平底船 

 １９３５ 特殊用｛バージ・ライター｝ （含）デリック、パイルドライバ及びロックカッターバ

ージ、阻塞気球、カタパルトライター及び魚雷用試

験バージ、コンクリート混合装置、機械式貯蔵グレ

ーダ及びその他貯蔵護岸バージ、｛火災、汚染除去及

びその他給水｝バージ、ハウスボート（ヨットタイ

プを除く）動力装置付バージ、冷蔵装置付バージ、

クレーン搭載用バージ、可動性曳航バージ   

（除）戦闘揚陸バージ 

１９４０ 小 舟 艇 （含）｛動力付き・動力なし｝小舟艇、救難ボート、航空

機救難艇、偵察ボート、ヨット、ゴムボート  

（除）釣り船、空気式を含む救命いかだ、浮橋用｛フロ

ート・ポンツーン｝ 

１９４５ ポンツーン及び浮きドック （含）木製防げん物、ポンツーン用支柱、ポンツーン用

取付け橋板  

（除）浮き乾ドック、浮橋用｛フロート・舟｝、舟橋用金

具 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

 １９５０ 浮き乾ドック   

 １９５５ しゅんせつ船 （含）船体以外のもの、外洋航行用、浮橋用 

 １９９０ その他の船艇 （含）商用帆船 
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1大分類 ２０1 船体ぎ装品、船用品及び海上用品 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

２０１０ 艦艇、小舟推進構成品 （含）推進軸、艦船用プロペラ、｛逆転・減速｝ギヤ型船

用伝導装置   

（除）エンジン（分類番号２８１０、２８１５）、タービ

ン（分類番号２８２５、２８３５、２８４０） 

２０２０ ぎ装装置 （含）マスト、キングポスト、帆ブーム、クレーン・デ

リック用でない船用ブーム   

（除）テークル滑車 

２０３０ 甲板補機 （含）｛かじ取り、かじ取り管制｝装置、ボートダビット 

２０４０ 船用金具類及び船体ぎ装品 （含）いかり、四つづめいかり、シーアンカ、水密ドア、

通風筒、ハッチ、マンホール、丸窓、空気口、フエ

ンダ、海水取り入れ口、排水管、かじ、船尾管、チ

エーンパイプ、びよう鎖管、ボイラアプテーク・煙

突、枕くさび、｛マスト・ブーム｝取付金具、オール、

オール受け 

２０５０ ブ イ   

２０６０ 一般漁具 （除）漁船 

２０９０ その他の船用品、船体ぎ装品

及び海上用品 

（含）帆、鎖はしご、綱はしご、船用調度品 
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1大分類 ２２1  鉄道用器材 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

２２１０ 機関車 注：  完備した機関車及び炭水車だけを、この分類番号

に分類し、｛機関車・炭水車｝用｛最終品目・組部品・

単一部品・アタッチメント・アクセサリ｝は、この

分類番号から除外する。   

（除）自走車両 

２２２０ 軌道車両 注：  完備した軌道車両だけを、この分類番号に分類し、

軌動車両用｛最終品目・組部品・単一部品・アタッ

チメント・アクセサリ｝は、この分類番号から除外

する。 

（含）被けん引車両、自走車両   

（除）架空式ケーブルカー 

２２３０ 鉄道線路｛工事・整備｝器材 （含）レール｛敷設・接続・交換｝用器材、｛自己推進・

車両搭載｝用起重機   

（除）手工具（大分類５１） 

２２４０ ｛機関車・軌道車両｝用｛ア

クセサリ・構成品｝ 

（含）ブレーキ用｛ビーム・構成品｝、｛連結器・車台軸

受部・車輪｝及びその構成品   

（除）鉄道車両用調度品（大分類７１） 

２２５０ 鉄道線路用材料 （含）鉄道用｛レール・継ぎ目板・待避線及びその構成

品・犬くぎ｝  

（除）砂利（分類番号５６１０）、枕木（分類番号５５１

０） 

 



21 

1大分類 ２３1 地上用車両、自走車両、トレーラ

及び自転車 
 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

２３０５ 地上用車両   

２３１０ 乗 用 車 注：  完備した人員運搬車両及びそのシャシだけを、こ

の分類番号に分類し、完備したシャシ以外の人員運

搬車両用｛最終品目・組部品・単一部品・アタッチ

メント・アクセサリ｝は、この分類番号から除外す

る。  

（含）一般用乗用車、バス、乗用車のシャシ、霊きゅう

車、救急車   

（除）水陸両用人員運搬車、すべてのトラックのシャシ 

２３２０ 装輪式｛トラック・トラック

トラクタ｝ 

注：  完備した装輪式｛トラック・トラックトラクタ｝

及びシャシだけを、この分類番号に分類し、完備し

たシャシ以外の装輪式｛トラック・トラックトラク

タ｝用｛最終品目・組部品・単一部品・アタッチメ

ント・アクセサリ｝は、この分類番号から除外する。

｛機械・洗濯・歯科治療｝設備等の設備を持つ特殊

トラックのシャシ及びボデーの組み合わせたもの

は、この分類番号に分類する。 工作設備、シャシ

及びボデーからなる完全な車両（例えば、トラック

搭載式機械工作車）は、この分類番号から除外する。 

（含）｛パネル・デリバリ・ピックアップ｝トラック、装

輪式水陸両用式を含む｛戦術・管理｝軍用貨物輸送

車両、トラックトラクタ、トレーラとのコンビネー

ション、装甲車   

（除）消防トラック、建設用特殊｛土砂・岩石｝運搬ト

ラック、自走式空気圧縮機、自走式コンクリートミ

キサ、建設用自走式特殊機械、｛飛行場・格納庫・倉

庫｝用に特に設計されたトラック、装軌車、半装軌

車 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

２３３０ トレーラ 注： 完備したトレーラ及びシャシだけをこの分類番号

に分類し、完備したシャシ以外のトレーラ用｛最終

品目・組部品・単一部品・アタッチメント・アクセ

サリ｝は、この分類番号以外の分類番号に分類する。

｛機械・洗濯・歯科治療｝設備等の設備を持つ特殊

トレーラのシャシ及びボデーの組み合わせたもの

は、この分類番号に分類する。工作設備、シャシ及

びボデーからなる完備した車両（例えば、トレーラ

搭載式機械工作車）は、この分類番号から除外する。 

（含） セミトレーラ、セミトレーラドーリ、貨物トレー

ラ、｛人員運搬・ハウス｝トレーラ、特殊用途のトレ

ーラ（例えば、弾薬トレーラ）  

（除） 消防トレーラ、｛飛行場・格納庫・倉庫｝専用に

設計されたトレーラ 

２３４０ オートバイ、スクータ及び自

転車 

注：  完備したオートバイ、スクータ及び自転車だけを

この分類番号に分類し、｛オートバイ・スクータ・自

転車｝用｛最終品目・組部品・単一部品・アタッチ

メント・アクセサリ｝は、この分類番号から除外す

る。  

（含）サイドカー、三輪自転車   

（除）子供用乗り物 

２３５０ 軌道式｛戦闘・襲撃・戦術｝

用車両 

注：  完備した軌道式｛戦闘・襲撃・戦術｝用車両及び

それらのシャシだけを、この分類番号に分類し、完

備したシャシ以外の車両用｛最終品目・組部品・単

一部品・アタッチメント・アクセサリ｝は、この分

類番号から除外する。  

（含）戦車、軌道式自走武器、水陸両用車両、装甲ハー

フトラック、自走｛そり、火炎放射機｝  

（除）装輪車 
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1大分類 ２４1  トラクタ 

 

注： 完備されたトラクタ及びトラクタのシャシのみをこの大分類に分類し、｛組部品・小組部品・単

一部品・アタッチメント・アクセサリ｝はこの大分類から除外する。 

 

小分類                                                   

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

２４１０ 低速全装軌道式トラクタ 注： 完備した、低速、全装軌道式トラクタ、シャシだ

けを、この分類番号に分類する。 完備した低速、

全装軌道式トラクタ、シャシ以外の｛最終品目・組

部品・単一部品・アタッチメント・アクセサリ｝は、

この分類番号から除外する。  

（除）高速トラクタ（分類番号２４３０）、武装された解

体機付ブルドーザ（分類番号２３５０） 

２４２０ 装輪式トラクタ 注： 完備した、低速、全装軌道式トラクタ、シャシだ

けを、この分類番号に分類する。 完備した低速、

全装軌道式トラクタ、シャシ以外の｛最終品目・組

部品・単一部品・アタッチメント・アクセサリ｝は、

この分類番号から除外する。  

（含）農業用トラクタ、高速トラクタ、工業用トラクタ  

（除）航空機牽引車、破損航空機移動用トラクタ（分類

番号１７４０）、航空機地上支援用動力トラクタ（分

類番号１７３０）、倉庫用トラクタ（分類番号３９３

０） 

２４３０ 高速全装軌道トラクタ 注： 完備した、高速トラック、レイイングトラクタ、

シャシだけを、この分類番号に分類する。 完備し

た高速トラック、レイイングトラクタ、シャシ以外

の｛最終品目・組部品・単一部品・アタッチメント・

アクセサリ｝は、この分類番号から除外する。   

（除）低速トラクタ（分類番号２４１０）、武装された解

体機付ブルドーザ（分類番号２３５０） 
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1大分類 ２５1  車両構成品 

 

注： この大分類２５でいう車両とは、大分類２３の車両、大分類２４のトラクタ、大分類３８の建設

用車両及び大分類３９の倉庫用｛トラック・トラクタ・トレーラ｝をいい、鉄道用車両（大分類２

２）、航空機（大分類１５）及び舟艇（大分類１９）を含まないものとする。 なお、上記にいう

車両構成品は、上記の車両以外に使用されても、この大分類に分類する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

２５１０ 車両用｛キャブ・ボデー・フ

レーム｝構造構成品 

（含）リーフ型車両用バネ、車台受型ショックアブソー

バ   

（除）車両用金具（大分類５３）、特殊車両用調度品（分

類番号２５４０） 

２５２０ 車両用動力伝導装置構成品 （含）トランスファトランスミッション組部品、クラッ

チ組部品、自在継手、推進軸、自動車用トルクコン

バータ、動力取り出し装置 

２５３０ 車両用｛制動・操向・車軸・

車輪・履帯｝装置構成品 

（含）砲塔ブレーキ、戦車砲塔のクラッチブレーキ 

２５４０ 車両用｛調度品・アクセサリ｝ （含）自動車座席カバー、ショックアブソーバ、バンパ、

風防、ワイパ、バンパガード、バックミラー、サイ

ドミラー、車両用ヒータ   

（除）速度計（分類番号６６８０）、車台受型ショックア

ブソーバ（分類番号２５１０） 

２５４１ 戦闘用車両アクセサリ （含）戦車、兵員輸送車、自走榴弾砲等の戦闘用車両の

｛修理・補修｝に用いる｛アクセサリ・収納箱・部

品・構成品｝   

（除）市販車の｛修理・改修｝に用いられる部品（分類

番号２５４０）、装輪車用照明器具（分類番号６２２

０）、電子スイッチ、部品キット及び補修キット（大

分類５９） 

２５９０ その他の車両構成品 （含）｛戦車・自走武器・高速トラクタ｝用アタッチメン

ト、トラック搭載用として特殊設計のＡフレーム・

ウインチ、レッカートラック用｛クレーン・クレー

ンブーム｝ 
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1大分類 ２６1 タイヤ及びチューブ 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

２６１０ 航空機用以外の空気入り｛タ

イヤ・チューブ｝ 

（除）航空機用空気入り｛タイヤ・チューブ｝ 

２６２０ 航空機用空気入り｛タイヤ・

チューブ｝ 

  

２６３０ ｛固体・クッション｝タイヤ （含）ゴム履帯トレッド 

２６４０ タイヤ｛再生・修理｝材料及

びチューブ修理材料 

（含）トレッドゴム、タイヤ修理用ゴム小片、耐摩耗性

コート織物、硫化パッチ、パッチ素材、速乾ゴムの

り、｛タイヤ・チューブ｝修理キット、キャメルバッ

ク、バルブ、バルブコア   

（除）硫化｛機械・装置｝ 
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1大分類 ２８1 エンジン、タービン及び構成品 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

２８０５ 航空機用以外のガソリンピ

ストンエンジン及びその構

成品 

（含）ガスピストンエンジン、航空機用主エンジン以外

のガソリンピストンエンジン   

（除）エンジンアクセサリ（分類番号２９９０） 

２８１０ 航空機用ガソリンピストン

エンジン及びその構成品 

注： 航空機の主エンジンとして特別に設計されたエン

ジン及び構成品に分類される。 補助エンジンとこ

れらの構成品は大分類２８以外の分類番号に分類さ

れる。  

（含）完備されたエンジンの組部品、ピストンリング、

シリンダ、ピストン、カムシャフト、クランクシャ

フト 

（除）給油システム構成品｛キャブレター、キャブレタ

ーフロート、燃料ポンプ、燃料制御、燃料バルブ｝

（分類番号２９１５）、電子システム構成品｛点火プ

ラグアダプタ、点火分配器、点火コイル、電気手動

装置｝（分類番号２９２５）、エンジン冷却装置構成

品｛エンジンオイル冷却装置構成品、冷却器｝（分類

番号２９３５）、エンジン用｛空気・オイル｝クリー

ナ、フィルタ、濾過器（分類番号２９４５）、その他

のエンジンアクセサリ｛空圧手動装置、カウリング、

制御組部品｝（分類番号２９９５） 

２８１５ ディーゼルエンジン及びそ

の構成品 

（含）｛自動車・工業・船・機関車｝用｛ディーゼル・セ

ディーゼル｝エンジン及びその他の｛ディーゼル・

セミディーゼル｝エンジン   

（除）エンジンアクセサリ 

２８２０ 

 

蒸気ピストンエンジン及び

その構成品 

  

２８２５ 蒸気タービン及びその構成

品 

（含）水銀蒸気タービン 

２８３０ 水力タービン、水車及びその

構成品 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

２８３５ 非航空機原動力、航空機非原

動力及その構成品 

注： この分類番号に分類されるエンジン及びその構成

品は、主として非航空機エンジン（例えば、海軍適

用）航空機非原動力（例えば、機体搭載用補助動力

装置）及び航空機地上支援器材（例えば、発動車） 

（含）｛気流偏向、燃焼室、圧縮器、タービン、アクセサ

リギヤボックス及びこれらの構成品   

（除）ガスタービン及びジェットエンジン、航空機用原

動力（分類番号２８４０）、エンジン燃料システム（分

類番号２９１０）、電力系統（分類番号２９２０）、

エンジン冷却システム（分類番号２９３０）、エンジ

ン用｛空気・オイル｝クリーナ、フィルタ、濾過器

（分類番号２９４０）、エンジンアクセサリ（エアー

ダクトヒータ、エンジン搭載用制御組部品）（分類番

号２９９０） 

２８４０ ガスタービン及びジェット

エンジン、航空機用原動力及

びその構成品 

注： この分類番号に分類されるエンジン及びその構成

品は、航空機用として及び誘導弾ミサイル原動力の

ために使用される。  

（含）圧縮器及びタービンロータ、翼、燃焼室、アクセ

サリギヤボックス、再燃焼装置、排気コーン、貯蔵

庫、油圧タンク、油圧オイル   

（除）オイル、エアー、非冷却及び油圧調整器、バルブ

及びガスタービン及び航空機エンジン用に特殊設計

されたポンプ（分類番号２９９５）、制御組部品、プ

ッシュプル（分類番号２９９５）、エンジン搭載用制

御組部品（分類番号２９９５）、燃料システム構成品

（分類番号２９１５）、エンジン電力系統構成品（分

類番号２９２５）、エンジン冷却システム構成品（分

類番号２９３５）、エンジン用｛空気・オイル｝クリ

ーナ、フィルタ、濾過器（分類番号２９４５） 

２８４５ ロケットエンジン及びその

構成品 

（含）｛航空機・ロケット・誘導弾｝用液体補助ロケット

ユニットを含む液体型ロケット主装置、誘導弾推進

装置の中に完成部品として組み込まれる消耗性容器

入りの液体推進剤   

（除）ロケット推進機（固体推進剤ユニット）（分類番号

１３３７）、使用量及び品質の決まっている反復使用

可能の容器入りの液体推進剤、固体推進剤｛爆薬・

薬きょう｝（液体推進装置に組み込まれるか否かに関

わらない。）（分類番号１３３７） 

２８５０ ガソリンロータリエンジン

及びその構成品 

  

２８９５ その他のエンジン及びその

構成品 

（含）｛風力・圧縮空気｝エンジン 
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1大分類 ２９1 エンジンアクセサリ 

 

注： 航空機、自動車、船舶、トラック、建設用車両等すべての乗り物のエンジンのアクセサリ及び定

置式エンジンのアクセサリは、特に除外の指定がない限りこの大分類に分類する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

２９１０ 航空機用以外のエンジンの

燃料系統構成品 

（含）気化器、燃料ポンプ、エンジン、燃料フィルタ、

燃料タンク、｛航空機・誘導弾｝用主エンジン以外の

エンジンの構成品 

２９１５ 航空機用エンジンの燃料シ

ステム構成品 

注： 推進燃料システムのために特殊設計された燃料構

成品、航空機及びミサイルがこの分類番号に分類さ

れる。  

（含）気化器、燃料ポンプ、エンジン燃料フィルタ、燃

料制御、ジェットエンジン、燃料点火装置、水噴射

制御及びバルブ、燃料バルブ燃料流出調整器、排煙

装置構成品   

（除）航空機燃料タンク（分類番号１５６０）、空中給油

システム構成品（分類番号１６８０）、航空機エンジ

ン及びミサイル発動器用に特に設計されていない燃

料システム構成品 

２９２０ 航空機用以外のエンジンの

電装システム構成品 

（含）発電機、マグネット発電機、点火プラグ、点火コ

イル、点火分配器、エンジン電圧調整器、点火電線

組部品、エンジン始動電動機   

（除）乗り物用照明器具（分類番号６２２０）及び航空

機用発電機（分類番号２９２５） 

２９２５ 航空機発動用エンジンの電

装システム構成品 

注： 航空機及び誘導弾ミサイル発動器用として使用す

るために特殊設計された品目はこの分類番号に分類

する。  

（含）マグネット発電機、点火装置（点火プラグ）、点火

コイル、点火分配器、エンジン電圧調整器、点火電

線組部品、エンジン発動電動機、エンジン付属発電

機  

（除）航空機用｛照明器具（分類番号６２２０・補助発

電機（分類番号６１１５｝ 

２９３０ 航空機用以外のエンジンの

冷却システム構成品 

（含）冷却ファン、ラジエータ、水ポンプ、水ホース組

部品、エンジン冷却液用フィルタ、｛航空機・誘導弾｝

用主エンジン以外のエンジンの構成品 

２９３５ 航空機発動用エンジンの冷

却システム構成品 

注： この分類は航空機及び誘導弾ミサイル発動機のた

めだけの冷却システム構成品が含まれる。  

（含）ラジエータ、冷却装置ポンプ、水ホース組部品、

潤滑油｛冷却・管制｝弁、油温調整器   

（除）航空機用補助エンジンとして特殊設計されたもの

を除く制御システム構成品 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

２９４０ 

 

 

航空機用以外のエンジンの

｛空気・オイル｝｛フィルタ・

ストレーナ・クリーナ｝ 

（含）｛航空機・誘導弾｝用主エンジン以外のエンジンの

構成品   

（除）エンジン専用として設計されていない、｛空気・オ

イル｝｛フィルタ（分類番号４３１０、４３３０）・

ストレーナ（分類番号４７３０）・クリーナ（分類番

号４３１０）｝ 

２９４５ 航空機用エンジンの｛空気・

オイル｝｛フィルタ・クリー

ナ｝ 

注： この分類番号は航空機及び誘導弾ミサイル発動用

に限り、特別に設計されたものが分類される。  

（含）エアーフィルタ、オイルフィルタ、ストレーナ、

クリーナ  

（除）燃料フィルタ（分類番号２９１５）、エンジン以外

に設計された構成品 

２９５０ ターボ過給機及び構成品 注： すべてのターボ過給機及び他に分類されないこれ

らの構成品はこの分類番号に分類される。  

（含）ターボ過給機装置、エンジンターボ過給機  

（除）エンジン組み込み式の過給機（大分類２８） 

２９９０ 航空機用以外のその他のエ

ンジンアクセサリ 

（含）エンジンダイナフォーカル懸架装置、エンジンに

組込み式でないエンジン駆動の過給機、始動クラン

ク、エンジン始動ロープ、排気マフラ、手動式エン

ジン始動機、エアーダクトヒータ、エンジン調速機、

吸気マフラ、燃焼型始動機｛航空機、誘導弾｝用主

エンジン以外のエンジンその他のアクセサリ   

（除）航空機以外の電気式始動機（分類番号２９２０）、

航空機（分類番号２９２５） 

２９９５ 航空機用のその他のエンジ

ンアクセサリ 

（含）エンジンダイナフォーカル懸架装置、エンジンカ

ウリング架台、エンジン搭載制御用組部品、空気始

動機、プッシュプル制御組部品、特殊設計されたジ

ェットエンジン｛空気・オイル・除氷・油圧｝｛調整

機・弁・ポンプ｝、始動機   

（除）排気装置（分類番号１５６０）、ジェットエンジン

油圧貯蔵部（分類番号２８４０）、ジェットエンジン

作動油タンク（分類番号２８４０）、電気式始動機（分

類番号２９２５）、操縦士室搭載制御用四分儀（分類

番号１６８０）、航空機エンジン用カバー（分類番号

１７３０） 
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1大分類 ３０1 機械的動力伝導装置 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

３０１０ 流体変速機及び変速機 （含）流体継手、乗り物用以外のクラッチ・カップリン

グ、水平直角交さ式の駆動ギヤユニット   

（除）自動車用トルクコンバータ（分類番号２５２０）、

車両用動力伝導装置構成品（分類番号２５２０）、回

転翼航空機用トランスミッションギヤユニット（分

類番号１６１５） 

３０２０ ギヤ、滑車、鎖歯車及び伝導

用チェーン 

（含）動力伝導用チェーン、ギヤセット   

（除）減速ギヤ（分類番号３０１０） 

３０３０ ベルト材、駆動ベルト、ファ

ンベルト及びそれらのアク

セサリ 

（含）ベルトレース、ベルトピン 

３０４０ その他の動力伝導装置 （含）軸及び軸系、カラー類、ギヤ軸、ボールジョイン

ト、作動シリンダ 



31 

1大分類 ３１1   軸受け 

 

注： 全てのベアリング、特に｛設計、潤滑、又は、選択｝されたものを、この大分類に適用する分類

番号に分類する。 ベアリングは、回転、スライド、振動し、もう一つの部品を補助する部品。 

  

小分類                                                   

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

３１１０ 転がり軸受け 注： この分類番号は、機械の作動による周囲の様々な

摩擦を防ぐため内部及び外部のリングによって組み

込まれた一般的な、ころ軸受け又は、玉軸受けを含

む  

（含）玉軸受け、ころ軸受け、球、レース   

（除）平軸受け（分類番号３１２０）、宝石軸受け（分類

番号３１２０） 

３１２０ 平軸受け 注： この分類番号は一般的に一つの部品、リテイン、

ポジションムービング及び回転部品。 それらは、

油溝／建具／施設（機能）又は、プレ給油を含む。 

（含）スリーブ軸受け、割り軸受け、座金型軸受け 
（除）転がり軸受け（分類番号３１１０）、組込み軸受け

（分類番号３１３０） 
３１３０ 組込み軸受け 注： この分類番号は、機械の作動による周囲の様々な

摩擦を防ぐため内部及び外部のリングによって組み

込まれた一般的な、ころ軸受け又は、玉軸受けを含

む  

（含）｛軸受け・交換・輪ぶち・巻取り・つり軸受け箱・

ステップボックス・フラトボックス｝ユニット  

（除）転がり軸受け（分類番号３１１０）、板状非搭載軸

受け（分類番号３１２０） 
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1大分類 ３２1  木工用機器 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

３２１０ 製材用｛鋸・かんな｝盤   

３２２０ 加工用木工機械 （含）ほぞ穴機、ほぞ取り盤、ベニヤ旋盤   

（除）手持ち電動工具、たわみ軸付き手持ち工具 

３２３０ 木工機械用｛工具・アタッチ

メント｝ 

（含）｛丸・帯｝鋸用刃、カッタヘッド、｛ジョイント・

ノッチヤ｝ヘッド、カッタ   

（除）手回し工具 
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1大分類 ３４1  金属加工用器材 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

３４０５ ｛鋸・やすり｝盤 （含）突切り盤、鋸刃仕上げ機、目立て再生機 

３４０８ マシニングセンタ及びウエ

イタイプマシン 

注：  マシニングセンタ及びウエイタイプマシンの用語

の意義は、次のとおりである。 マシニングセンタ

とは、単一部品に各種の機械加工作業（例えば、フ

ライス削り、穴あけ、ねじ立て、中ぐり、リーマ通

し等）を全自動的に行うための多用途の数値制御工

作機械で、一体となった工具格納及び装着装置を有

しており、また、工作物の各面の位置決めを行うこ

とができるものである。 機械加工作業を行ってい

る間、各種刃物を自動的に交換しうる設備を備えて

いなければならない。 ｛工具格納・工作物の各面

の位置決め｝を行うために｛取付具・アクセサリ｝

の使用を必要とする｛中ぐり・ボール・フライス｝

盤等の、多用途の数値制御工作機械は、この大分類

のそれぞれ該当する分類番号に分類する。 ウエイ

タイプマシンとは、ステーションごとあらかじめ決

められた順序で、工作物に指示を与える完備した機

械加工ユニットと設備とがそれぞれ取付けられてい

るステーション型設計の特殊工作機械である。 機

械加工ユニットには、異なった外形の工作物でも取

付けられるように、取り外し、配列換えができるよ

うになっている。 この機械は、ステーションごと

工作物に単一又は複数の工作作業を、同時又は、連

続して行うことができる。  

３４１０ ｛電気・超音波｝侵食加工機 （含）放電加工機、電解研磨機 

３４１１ 中ぐり盤   

３４１２ ブローチ盤   

３４１３ ｛ボール・ねじ立て｝盤 （含）多軸穴あけねじ立て盤   

（除）ウエイタイプマシン 

３４１４ ｛歯切り、歯車仕上げ｝機械   

３４１５ 研削盤 （除）電解研磨機 

３４１６ 旋 盤 （含）ねじ切り盤   

（除）｛パーリング・ポリッシング・ラッピング｝用レー

ス、金属ヘラ絞り盤、｛薬きょう・砲弾｝用レース 

３４１７ フライス盤   

３４１８ ｛平削り・形削り｝盤 （含）平削り形削り複合工作機   

（除）歯車型削り盤、プラノミラー 

３４１９ その他の工作機械 （含）銃砲せん条切り機械｛パーリング・ポリッシング・

ラッピング｝用レース 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

３４２２ 圧延機及び線引き機械   

３４２４ 金属｛熱・非熱｝処理用器材 （含）｛焼き入れ・焼きなまし・焼きもどし・焼きならし・

青化処理・浸炭｝装置、炎管溶接炉、応力非熱処理

装置 

３４２６ 金属仕上げ用器材 （含）｛亜鉛めっき・錫めっき・金属オイリング・金属酸

洗い・電気めっき・陽極処理｝装置 

３４３１ アーク溶接用機器 （含）ガスシールドアーク溶接機、アーク結合機、｛半自

動・自動｝式アーク溶接機   

（除）溶接関連装置（例えば、溶剤回収機、溶剤供給機

等）、溶接用品、溶接用位置決め板、溶接用配電盤 

３４３２ 電気抵抗溶接用機器 （含）電気抵抗ろう付け機、帯のころう付け機、衝撃式

抵抗溶接機   

（除）電気誘導｛ろう付け・はんだ付け｝機 

３４３３ ガス溶接機、加熱切断機及び

金属溶射機器 

（含）金属溶射装置、アーク切断機、吹管及び火口、ガ

スろう付け機、火炎切断機、真空金属溶射装置、ス

パーク放電金属溶射装置   

（除）溶接用品、分断機 

３４３６ 溶接用｛位置決め・操作｝用

具 

（含）溶接用作業台 

３４３８ その他の溶接用器材 （含）テルミット溶接装置、溶剤回収機、溶剤供給機、

アークコンバータ、溶接用配電盤 

３４３９ 

 

その他の｛溶接・はんだ付

け・ろう付け｝｛用品・アク

セサリ｝ 

（含）はんだごて、溶接｛電極・棒｝、ろう付け溶剤、は

んだ付け溶剤、はんだ 

３４４１ ペンディングマシン及び成

形機械 

（除）｛ワイヤ・金属リボン｝成形機 

３４４２ 動力｛水圧・空圧｝プレス （含）粉末成形プレス 

３４４３ 動力機械プレス （含）粉末成形プレス 

３４４４ 人力プレス （含）｛アーバ・矯正・フォーシング・アセンブリ｝プレ

ス 

３４４５ 押抜き機及びせん断機   

３４４６ 鋳造機械及びハンマ （除）鋳造プレス 

３４４７ ｛ワイヤ・金属リボン｝成形

機械 

（除）圧延成形機 

３４４８ びょう打ち機 （除）動力式手持ちびょう打ち機 

３４４９ その他の金属二次製品｛成

形・切断｝機械 

（含）金属ヘラ絞り盤 

３４５０ 可搬式工作機械 （含）可搬式研削切断機、可搬式ドリル、可搬式｛立削

り・形削り｝盤   

（除）可搬装置付き固定式工作機械 

３４５５ 工作機械用切削工具 （含）ブローチ、やすり、フライス、リーマ、鋸   

（除）火炎切断工具 

３４５６ 金属二次製品加工機械用｛切

削・成形｝工具 
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３４６０ 工作機械用アクセサリ （除）手持ち動力付き工具専用の研削｛と石・コーン｝ 

及びその他の研削アタッチメント 

３４６１ 金属二次製品加工機械用ア

クセサリ 

（除）部品フィーダ 

３４６５ 工作用｛治具・フィクスチュ

ア・テンプレート｝ 

注：  大分類３４の金属加工機械用｛治具・フィクスチ

ュア・テンプレート｝は、この分類番号に分類し、

｛整備・修理｝工場専用機械に用いるものは、大分

類４９に分類する。  

３４７０ 機械工場用｛セット・キッ

ト・アウトフィット｝ 
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1大分類 ３５1｛サービス・商業｝用器材 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

３５１０ ｛洗濯・ドライクリーニン

グ｝用器材 

（含）洗濯機、脱水機、絞り機、乾燥機、アイロン機械、

のり付け機、マーキング機械、車載式｛洗濯・ドラ

イクリーニング｝ユニット 

３５２０ 靴修理器材 （含）靴縫い機械、車載式靴修理工場 

３５３０ 工業用ミシン及び移動式衣

服工場用機器 

（除）靴縫い機械 

３５４０ ｛包装・荷造り｝用機器 （含）詰込機、王冠機、ラベル張付機、封かん機、板紙

製｛箱・容器｝製造機、帯鉄締め機、事務用を除く

止め金締め機除）板紙製造機 

３５５０ 販売機及び硬貨作動機械 （含）賃金記録装置、駐車メータ、回転式改札機、ミュ

ージックスボックス 

３５９０ その他の｛サービス・商業｝

用器材 

（含）マニキュアテーブル 

 



37 

1大分類 ３６1  特殊工業用器材 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

３６０５ 食料加工用機器 （含）工業用の食料加工機器   

（除）｛台所・調理｝用機器 

３６１０ ｛印刷・複写・製本｝用器材 （含）オフセット印刷機、写真植字機、製本機、写真製

版用焼き付け機、手動印刷機、けい、輪かく、イン

テル、計数尺、込め物、埋め木、感光液引き乾燥機、

整面機、謄写印刷機、オフセット製版機、青写真原

図焼き付け機、青写真｛焼き付け・現像｝機、印刷

工場用調度品除）マイクロフィルム機械 

３６１１ 工業用マーキング機 注：  金属に恒久的に刻み目を付けるマーキング機は、

大分類３４に分類する。  

（除）洗濯用マーキング機、レッテル印刷機、事務用｛型

押付機・マーキング機｝ 

３６１５ ｛パルプ・紙｝工業用機械 （含）破砕機、蒸煮缶、こう解機、漂白装置、板紙製造

機   

（除）板紙製｛箱・容器｝製造機 

３６２０ ｛ゴム・プラスチック｝加工

機械 

（含）成型機、プレス、合成ゴム加工機械、トレッド押

出機、硫化機械   

（除）保護被覆積層プレス、タイヤ｛整備・修理｝機器 

３６２５ 繊維工業用機械 （含）綿紡織機、織機、ボタンかがり機、ひもより機、

レース編み機 

３６３０ ｛粘土・コンクリート｝製品

製造機械 

（含）レンガ製造機械 

３６３５ ｛クリスタル・ガラス｝工業

用機械 

（含）光学機器製造機械除）眼科用レンズ｛切削・穴あ

け・縁どり・研磨｝機械、｛半導体・マイクロ回路・

印刷回路基板｝特殊製造用機械 

３６４０ たばこ製造機   

３６４５ 皮革加工機械   

３６５０ 

 

 

 

 

｛化学薬品・医薬品｝製造機

械 

（含）化学原料用｛破砕機・粉砕機｝医薬品用｛製丸器・

打錠器｝、化学爆薬製造機械   

（除）建設用｛破砕機・粉砕機・微紛機｝、プラスチック

製品製造機械、医薬品包装機械、｛研究室・工場｝用

｛粉砕機・混合器｝ 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

３６５５ ｛固定・移動｝ガス｛発生・

分配｝装置 

注：  ｛移動・取付け｝ガス状製品分配装置は、この分

類番号に分類する。 ガス発生機器の基台に取り付

けられるか又は、ガス発生機器に組み込まれる液化

ガス貯蔵タンクは、この分類番号に分類する。 ま

た、液化ガスを必要なときまで貯蔵するためのトレ

ーラ搭載又は、スキッド取付の液化ガス貯蔵タンク

は、この分類番号に分類し、他の分類番号に分類さ

れる誘導弾推進燃料給油トレーラ、ロケット動力装

置又は、テストステーション及び航空機用酸素気化

器の完成部品として用いられるように設計された貯

蔵タンクは、この分類番号から除外する。  
（除）気象観測用機器 

３６６０ 工業用粉砕機器 注：  二種以上の製造工業に使用されるはん用機械は、

この分類番号に分類する。  
（除）｛化学製品・建設・鉱山｝用｛破砕・微紛・ふる 

分け・混合｝機械、｛整備・修理｝工場用混合機 

３６７０ ｛半導体・マイクロ回路・プ

リント回路板｝特殊製造用機

械 

注：  半導体素子（分類番号５９６１）、マイクロ回路（小

分類５９６２）、プリント回路板（分類番号５９９８）

を製造するために特に設計された機器を、この分類

番号に分類する。  
（含）基板選別機器、回路マスターパターン形成機器、

接続及び部品挿入機器   
（除）プリント配線板構成品組立て機械 

３６８０ 鋳造機、関連機器及びその用

品 

（含）鋳造機、タンブラ、鋳造用接合剤、中子のり   
（除）るつぼ炉、キュポラ、鋳造用手工具 

３６８５ 金属容器製造機械及び関連

機器 

注：  金属容器製造用として特殊設計された機械だけを、

この分類番号に分類する。 中味入り容器のふたを

止めるために設計されたクロージングマシンは、分

類番号３５４０に分類する。  
（含）｛ドラム・ジェリ缶｝製造機械、特殊設計の容器 

洩試験機、製缶機械 

３６９０ ｛弾薬・武器｝用特殊機械及

び関連機器 

（含）｛弾薬・爆薬｝｛装てん・組立｝専用機械、小火器

弾薬製造機械｛大砲・高射砲｝用砲弾製造機械 
（除）｛弾薬・火器｝｛整備・修理｝工場用特殊機器、｛弾

薬・武器｝｛製造・組立｝専用に設計されたもので

ない一般機械類 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

３６９３ 工業用組立機械 注：  機械加工済み構成品の組立専用に設計された機器

はこの分類番号に分類する。 切削を伴う機械加工

及び組立の両作業を行うように設計された機器は、

この分類番号から除外する。他の特殊な分類に該当

する品目は、この分類番号から除外する。  

（含）工業用動力スクリュードライバ、回路基板組立機

械   

（除）｛弾薬・武器｝専用組立機械、｛包装・荷造り｝用

機器、金属加工用機械、手工具 

３６９４ ｛清浄・環境制御｝設備及び

関連器材 

（含）  ｛層流・乱流｝室、ダスト制御設備、エアーシ

ャワー 

３６９５ その他の特殊工業用器材 （含）通信線処理製造機械、丸太処理用特殊器材、石油

精製機械、靴製造機械、工業用含浸処理機械  

（除）眼科用レンズ｛切削・研磨｝機械、被服含浸処理

機器材 
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1大分類 ３71   農業用機器 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

３７１０ 耕作用機器 （含）まぐわ、すき（鍬）、種まき機、種まき機用アクセ

サリ、呼吸器 

３７２０ 収穫用機器 （含）干草運搬機、草刈機   

（除）草刈機用アクセサリ（分類番号３７５０）、鎌用ア

クセサリ（分類番号３７５０） 

３７３０ 

 

｛牛乳・家きん・家畜｝用機

器 

  

３７４０ ｛防疫・防霜｝用機器 （含）噴霧器、虱払器アウトフィット、ハエたたき、ハ

エ取り紙、霧発生器、吸収器、捕獲器   

（除）自己加圧型スプレーキット（分類番号４９４０） 

３７５０ 

 

園芸用機器及びその工具 （含）手押し式ガーデントラクタ、｛動力・手動｝式芝刈

機、生け垣手入れ機、芝種まき機、肥料散布機、園

芸用｛レーキ・フォーク・くわ｝、その他の園芸用具 

３７７０ くら、馬具、むち及び家畜関

連装具 

（含）畜犬用具、引き綱 
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1 大分類 ３８1｛建設・鉱山・掘削・道路整備｝   

用機械 
 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

３８０５ ｛運土・掘削｝用機械 （含）スクレーパ、溝堀機、ローダ、グレーダ、建設用

｛土砂・岩石｝運搬用｛トラック・トレーラ｝ 

（除）アタッチメント付き又は、アタッチメントなしの

標準型トラクタ、建設用を除くトレーラ、ダンプト

ラック、クレーンショベル 

３８１０ クレーン及びクレーンショ

ベル 

（含）クレーン・クレーンセミトラクタ、クレーン、ク

レーントラクタ   

（除）  バージ搭載クレーン（分類番号１９３５）、移動

式クレーン（分類番号２２３０） 

３８１５ ｛クレーン及びクレーンシ

ョベル｝アタッチメント 

（含）切削機、バケット、ディッパー、フェアリード、

ガントリ、グラプル、リフティングマグネット、シ

ョベル、建物解体用の鉄球 

３８２０ ｛鉱山・削岩・ボーリング｝

用機械及びその関連機械 

（含）木工ぎり、破砕機、破砕選別機、洗浄機及びユニ

ット、掘削機、舗装破壊機、削岩機   

（除）タンパ（分類番号３８９５） 

３８２５ 道路洗浄、洗浄及びマーキン

グ機械 

（含）舗装洗浄機、除雪機、清掃機、道路マーキング機

械、掃除機、散水機、除草バーナ   

（除）｛道路清掃・アクセサリ｝標準型トラクタ（分類番

号２４１０，２４２０，２４３０）、材木切断機（分

類番号５１３０，５１１０） 

３８３０ ｛トラック・トラクタ｝用ア

タッチメント 

（含）アングルドーザ、木工ぎり、切削機、ブルクラム、

ブルドーザショベル、クレーン、掘削機、ローダ、

集積機、リッパ、ローラ、耙耕機、除雪器、除雪車、

清掃機、ツリードーザ 

３８３５ ｛石油生産・配油｝装置 （含）油井やぐら装置、ポンプ装置、ガス分配装置 

３８９５ その他の建設用機械 （含）アスファルトエレベータ、アスファルト加熱機、

アスファルトかま、アスファルト供給装置、バッチ

ングプラント、｛土壌安定・締固め｝装置、コンクリ

ートミキサ、コンクリートバイブレータ、｛ビチュー

メン・コンクリート｝舗装装置、アスファルト散布

機、シープフートローラ、ルータ、リッパ、杭打ち

機、ビチューメン加熱機、ケーブル｛敷設・つなぎ

止め・巻き取り・巻き上げ｝機械   

（除）｛運土・掘削｝用機械（分類番号３８０５，３８１

０）、｛クレーン・クレーンショベル｝用杭打ち機ア

タッチメント（分類番号３８１５）、着脱可能な建設

器材特有の｛作動・動力｝部分（分類番号３８０５） 
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1大分類 ３９1 物資取扱い用器材 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

３９１０ コンベア物資取扱い機器 （含）空気輸送管装置、｛可搬・定置・動力・非動力｝式

コンベア、コンベアフィーダ 

３９１５ 材料フィーダ 注：  この分類番号に分類される物資取扱い用機器は、

ばら積み材料、包装材又は、物資の送出し速度を制

御しうる運搬装置である｛材料・部品｝フィーダに

限られる。 この分類番号に分類される品目は、連

結している機械と同期して作用し、貯蔵置場又は、

ホッパーから加工機又は、混合機まで、あらかじめ

決められている一定量の材料を間断無く正確に供給

するものであり、各種機械間に互換性があるもの。 

分類番号３９１０又は分類番号３８９５にそれぞれ

該当するコンベアフィーダ（例えばフィーダ作業用

のエプロン、ベルト、チェーン、フライト、パン等）

は、この分類番号から除外する。  

（含）乾燥材料フィーダ、部品フィーダ   

（除）｛骨材・細骨材｝フィーダ、コンベアフィーダ、浄

水用粉末剤フィーダ 

３９２０ 非自走式物資取扱い機器 （含）ドーリトラック、手押し二輪車、ねこ車、手押し

一輪車、ハンドトラック、物資取扱いトレーラ   

（除）コンベア 

３９３０ 自走式倉庫用｛トラック・牽

引車｝ 

（含）荷台なしの牽引車、フォークリフトトラック、プ

ラットホームトラック、ストラドルトラック 

３９４０ 滑車、滑車装置、綱具装置及

びスリング 

（除）ロードチェーン、鎖及び金属製ロープの取付金具、

ワイヤロープ、ホイスト、船用綱具装置 

３９５０ 

 

 

 

ウインチ、ホイスト、クレー

ン及びデリック 

（含）揚びょう機、キャプスタン、オアブリッジ、ニガ

ーヘッド、ジプシ、倉庫用クレーン、｛移動・固定｝

式埠頭クレーン、天井走行式クレーン   

（除）クレーンショベル（分類番号３８１０）、バージ搭

載クレーン（分類番号１９３５）、トラック・トレー

ラ搭載用ウインチ（分類番号３８３０）、移動式クレ

ーン（分類番号２２３０） 

３９６０ 貨物用エレベータ   

３９９０ その他の物資取扱い機器 （含）スキッド、パレット   

（除）飛行場用エンジン運搬スキッド 
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1大分類 ４０1 ロープ、ケーブル、チェーン 

及びその取付金具 
 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４０１０ チェーン及びワイヤロープ 注：  末端処理又は、アタッチメントを付したチェーン

及びワイヤロープは、一般に使用される場合この分

類に分類される。  

（１）チェーンは柔軟性のあるリンク及び／又、リンク

は補助用、リフティング用、抑制用、ドラッキング

用（引っ張る）又は、送信電力用において相互に使

用される。  

（２）ワイヤロープは撚線ワイヤのより線から形成され

る。  

（含）ビードチェーン、非溶接チェーン、単一チェーン

組部品、ワイヤロープ、ワイヤカード、単一ワイヤ

組部品   

（除）パワートランスミッションチェーン（分類番号３

０２０）、スリング。  

４０２０ 繊維製｛ロープ・綱具・より

糸｝ 

注：  ファイバロープはバルク材又は、一般に使用され

る時この分類番号に分類される。 末端処理又は、

アタッチメントを付した品目は、これでは、より特

定の品目名が使用されていない場合この分類に分類

される。  

（１）ファイバロープは、柔軟性のある淡黄褐色のより

糸ストランド、ナイロン又は、その他のファイバ 

（２）コードエイジはロープ又は、コードに使用される

装備（パラメタの品目名定義参照） 

（３）より糸は、２つ以上のストランドを曲げ束ねたも

の。  

（含）線維状のコード組部品、線維状のコード、線維状

ロープ、線維状のより糸。  

（除）ワイヤロープ（分類番号４０１０）、スリング（分

類番号３９４０） 

４０３０ ｛ロープ・ケーブル・チェー

ン｝用部品 

注： 結合に使用されるチェーン、ロープ、及びカーテ

ンを使用する上でのアクセサリ（例えば：フック、

シャックル、くさび）すべての品目（特殊設計され

たものを含む）を、この分類番号に分類する。 各

項目に対し品目名定義を参照  

（含）錨張り綱、ワイヤストランドバンド、ワイヤロー

プ締め金具、カーゴフック、シャックル、回り継ぎ

手、終端処理ロープ、くさびロープ   

（除）クランプブロック（分類番号５３４０）、補助用フ

ック（分類番号５３４０） 
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1大分類 ４１ ｛冷凍・空気調節・空気循環｝ 

装置 
 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４１１０ 冷凍装置 

 

注：  内蔵式又は、分離式の機械冷凍｛ユニット・装置｝

で冷凍しうる完備した冷凍装置だけを、この分類番

号に分類する。 また、冷凍プラント若しくは密閉

区画を冷凍するため、動力駆動圧縮機、凝縮機、蒸

発機、及びその他必要な構成品を内蔵している完備

したパッケージ型冷凍｛ユニット・装置｝も、この

分類番号に分類する作動しないアクセサリ（例えば

氷皿、棚、パネル等）は、この分類番号に分類する。 

完備した冷凍｛機・プラント・装置｝若くは、パッ

ケージ型冷凍ユニット用の作動する構成品、組部品、

単一部品、アタッチメント又は、アクセサリで、分

類番号４１３０に分類されるもの又は、分類区分表、

連邦品名順分類索引及び連邦分類番号順索引で、他

の分類番号に特に分類されているものは、この分類

番号から除外する。  

（含）食料品用陳列ケース、アイスクリームキャビネッ

ト、噴水水飲機（分類番号４５１０に分類される可

搬式及び固定式のものは除く。）、理化学用冷凍機器、

リベットクーラ、写真用冷却器、死体用冷凍庫、｛家

庭・営業｝用冷蔵庫、食料品用陳列棚、｛売店・食料

品店｝用冷蔵機器   

（除）簡易食堂用冷却式陳列ケース、ソーダ水溶器、｛牛

乳・ソーダ水・アイスクリーム｝用ディスペンサ、

冷凍食品カウンタ、ソーダ水器、｛加熱ー冷凍｝式配

ぜん機、簡易食堂用陳列棚、食品陳列及び配ぜん用

冷却機（当該品目については、分類番号７３１０を

参照）冷凍機の構成品も、この分類番号から除外す

る。 （分類番号４１３０を参照） 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４１２０ 空気調節装置 注：  完備した空気調節｛装置・プラント｝だけを、こ

の分類番号に分類する。 また、作動しない特殊設

計のアクセサリ（例えば、窓掛け式空気調節ユニッ

トの取付を容易にするために用いられる窓用パネ

ル）も、この分類番号に分類する。 空気調節装置

用の作動する構成品、組部品、単一部品、アタッチ

メント又は、アクセサリで、分類番号４１３０に分

類されるもの又は、分類区分表、連邦品名順分類索

引及び連邦分類番号順索引で、他の分類番号に特に

分類されているものは、この分類番号から除外する。 

（含）ストア型ユニット、｛ウインド・ルーム｝型ユニッ

ト、空気調節｛プラント・装置｝   

（除）空気調節装置の構成品（分類番号４１３０又は、

分類区分表、連邦品名順分類索引及び連邦分類番号

順索引で、他の分類番号に特に分類されているもの

を参照） 

４１３０ ｛冷凍・空気調節｝装置用の

構成品 

（含）熱交換装置、冷凍機用ストレーナ、冷凍用圧縮機、

充てん及び試験用部品、電線、冷凍及び空気調節支

援装置、分類番号４１１０及び分類番号４１２０に

分類される｛冷凍・空気調節｝｛機・プラント・装置｝

用の作動する構成品   

（除）｛冷凍・空気調節｝プラント（分類番号４１１０及

び分類番号４１２０を参照）、個別の組立式冷蔵庫の

用途に特殊設計及び製造れた冷凍用｛圧縮機・凝縮

機・蒸発機｝等を含むユニットとして取りまとめら

れた冷凍機用構成品の集合体パッケージ型ユニット

の個々の構成品は、分類番号４１３０に分類される

が、分類区分表、連邦品名順分類索引及び連邦分類

番号順索引で、他の分類番号に特に分類されている

ものは除外する。 完備したパッケージ型ユニット

は、分類番号４１１０に分類する。  

４１４０ 扇風機及び｛空気循環・送風｝

装置 

注：  特定の器材専用に設計したファン及びインペラは、

その品目と同一の分類番号又は、該当する構成品及

びアクセサリ（大分類２５、大分類２９又は、分類

番号１６８０の場合）分類番号に分類する。  

（含）壁掛け式扇風機、卓上扇風機、｛家庭・天井取付｝

換気扇、フロアファン、強制式排気及び掃気キット、

適用法又は、使用法によっては、工業用又は、工業

用以外のものになる扇風機及び｛空気循環・送風｝

装置   

（除）ファン付きヒータ（分類番号４５２０） 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４１５０ うず形管及びその他関連あ

る冷却管 

 

（含）工具研削用スポットクーラ、機械工作用スポット

クーラ、電子機器用スポットクーラ及び電子機器キ

ャビネットスポットクーラ   

（除）冷凍及び空気調節装置（分類番号４１１０及び４

１２０）、空気調節装置用構成品及び空気冷却装置

（分類番号４１３０）、空気｛冷却・乾燥｝（分類番

号４１２０）、パイプ及びチューブ（大分類４７） 
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1大分類 ４２1｛消火・救命・安全｝用器材 

及び環境保護用器材及び用具 
 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４２１０ 消火用器材 （含）消火器、消火用おの、消火用くま手、消火用槌、

消防車、消火ホース、筒先、１以上の消火ホース接

続部からなるホース取付金具、消火ホース巻取り機、

消防トレーラ、消火栓、散水消火装置のヘッド   

（除）応急破壊棒（分類番号５１２０，１３８５） 

４２２０ ｛海上救命・潜水｝用器材 （含）｛潜水・サルベージ｝用器材、耐圧潜水服、浮遊式

救命ネット、膨張式救命胴衣、救命いかだ  

（除）救命ボート（分類番号５１２０） 

４２３０ ｛汚染除去・防護処理｝用器

材 

注：  鋳造品及び電子機器構成品の含浸処理、皮革及び

繊維製品の処理加工並びにその他類似の工業的な処

理作業に設計された工業用処理器材は、この分類番

号から除外する。  

４２３５ 危険物流出汚染・浄化器資材 （含）  二次流出汚染溜め、液体流出汚染パレット、流

出汚染鉢、流出汚染システム、｛吸収・吸着・吸取｝剤 

４２４０ ｛安全・救命｝用器材 （含）可搬式火災避難装置、非浮遊式救命ネット  

（除）潜水服、固定式火災避難装置 

４２５０ ｛再利用・再生｝用器材 （含）除去、中性化するように設計又は、再使用不能な

ものを除き再利用可能物質として提供された物質及

び機械 
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1大分類 ４３1 ポンプ及び圧縮機 

 

注： 特定の器材専用のポンプ及び圧縮機（例えば、エンジン用燃料ポンプ、航空機プロペラ、フェザ

ーリングポンプ、フォークリフト操作用ポンプ、｛砲塔操作・車両ブレーキ｝用圧縮機等）は、こ

の大分類から除外する。 燃料分配器材を取付又は使用するために特殊設計された品目も除外する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４３１０ 圧縮機及び真空ポンプ （含）｛自走・被牽引｝式圧縮機   

（除）冷凍用圧縮機（分類番号４１３０） 

４３２０ ｛動力・手動｝ポンプ （除）実験室用ジェットポンプ（大分類６５及び６６） 

４３３０ 遠心分離機、分離機及び｛加

圧・真空｝ろ過機 

（除）実験室用遠心分離機（大分類６５及び６６）、水浄

化ろ過機 
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1大分類 ４４1｛炉・蒸気設備・乾燥｝器材 

及び原子炉 
 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４４１０ 工業用ボイラ （含）最高使用圧力６．８キログラム重毎平方センチメ

ートルを超える蒸気ボイラ、船用ボイラ、ボイラ胴、

保有水量３８０リットルを超える低圧湯沸し器 

４４２０ 熱交換装置及び復水器   

４４３０ 工業用｛炉・かまど｝類 （含）るつぼ炉、キュポラ   

（除）工業用食糧加工かまど、金属燃処理炉、実験室用

炉 

４４４０ ｛乾燥・脱水・無水｝機 （含）蒸発機 

４４６０ 空気清浄装置 （含）電子式沈澱機、集じん装置   

（除）扇風機・送風装置（分類番号４１４０）、空気調節

装置（分類番号４１２０） 

４４７０ 原子炉 注：  この分類番号は、原子炉及びこれらの主要な冷却

装置、補助燃料装置、専用推進プラント、処理及び

修理装置、電気的・制御装置、関連する特殊試験、

水の化学的制御試験のために専用に設計された、す

べての核反応及びこれらの品目を含む。 より特定

の分類番号が適切である品目については、この分類

番号から除外する。  

（含）燃料補給装置、イオン処理遮蔽室、熱の障壁、制

御棒、蒸気発生器、加圧水、原子炉容器、持ち運び

運搬車、吊り上げ装置、新品・古品のカートリッジ 
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1大分類 ４５ ｛配管・暖房・廃棄物処理｝用器材 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４５１０ 配管系統｛取付品・アクセサ

リ｝ 

 

（含）浴槽、トイレ、洗面所、シャワー室、流し台、水

洗トイレ、ちり紙容器・給水栓・把持用具・棚・シ

ャワー頭部・洗浄弁・止め弁等のアクセサリ及び構

成部品   

（除）｛ホース・パイプ・チューブ｝用｛取付品・特殊用

品｝（分類番号４７３０） 

 

４５２０ 暖房装置及び家庭用温水機 

 

（含）６．８パスカル以下（６．８パスカル以上のボラ

に関しては、分類番号４４１０参照）のボイラ、保

有水量３８０リットルまでの家庭用貯水タンク、暖

炉用ヒータ、加熱炉（かまど）、室内用暖房器、ラジ

エータ、浸水湯沸器、温水器、３８０リットルまで

の回収容量（回収容量３８０リットルを以上のヒー

タは分類番号４４１０を参照）  

（除）車両用ヒータ（分類番号２５４０）、航空機用ヒー

タ（分類番号１６６０） 

 

４５３０ 燃焼装置ユニット （含）燃焼用バーナ、給炭機、ガスバーナ 

４５４０ 廃棄物処理用器材 

 

（含）圧縮機、廃物焼却炉、生ゴミ処理、焼却炉、浄化

槽 
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1大分類 ４６ ｛浄水・汚水処理｝器材 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４６１０ 浄水装置 （含）脱塩装置、濾過器材、氷雪溶解装置。  

（除）浄水構成品（分類番号６８１０及び７９３０）、硬

水軟化構成品（分類番号６８１０及び７９３０） 

４６２０ ｛船用水、工業用水｝蒸留装

置 

（除）実験室用蒸留装置（分類番号６６４０） 

４６３０ 下水処理装置   
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1大分類 ４７  パイプ、チューブ、ホース 

及びその取付金具 
 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４７１０ パイプ、チューブ及び非柔軟

性チューブ 

（含）排水溝パイプ、排水溝パイプ連結バンド、金属パ

イプ、プラスチックパイプ、チューブ及び非柔軟性

チューブ及びそれらの組部品  

（除）空調暖房用パイプ（分類番号５４２０）、アスベス

ト及びセメント、アスファルト性質、粘土及びコン

クリートパイプ（分類番号５６３０）、樋パイプ（分

類番号５６７０）、排気管（分類番号１５６０、２９

９０及び４５２０）、消化システムパイプ、チューブ

及びこれらの組部品（分類番号４２１０）、フレキシ

ブルチューブ（分類番号４７２０）、ガラス管（分類

番号６６４０及び９３４０）、実験室用チューブ（分

類番号６６４０）、医療及び外科用チューブ（分類番

号６５１５）。  

４７２０ ホース及びフレキシブルチ

ューブ  

（含）エアーダクト、金属・非金属製、織物繊維ホース、

これらの組部品、フレキシブルチューブ、及びこれ

らの組部品。  

（除）配水管及びこれらの組部品（分類番号５９７５）、

実験室用チューブ（分類番号６６４０）、医療及び外

科用チューブ（分類番号６５１５）、非柔軟性チュー

ブ及びこれらの組部品（分類番号４７１０）。  

４７３０ ホース、パイプ、チューブ、

潤滑及びレールフィッティ

ング 

（含）アダプタ、湾曲、キャップ、クランプ、コネクタ、

カプリング、クロス、ひじ管、伸縮継手、はばき金、

輪縁、側面、潤滑フィッティング、多岐管、突起物、

ノズル、排気口、プラグ、減圧器、｛旋回及び回転｝

継ぎ手、Ｔ字管、トラップ、接合管、Ｙ字管。  

（除）空調暖房設備（分類番号４５２０）、アスファルト

素材及びコンクリート接続金具（分類番号５６３

０）、配水管及びアクセサリ（分類番号５９７５）、

樋アクセサリ（分類番号５６７０）医療及び外科用

アクセサリ（分類番号６５１５）、実験室用アクセサ

リ（分類番号６６４０）、支柱蓋及び支柱の端（分類

番号５６６０）、機械用ねじ込みブッシュ及びプラグ

（分類番号５３６５）。  
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1大分類 ４８1     弁 

 

注： 特定の機器又は、装置に用いるよう設計された弁（例えば、タイヤ弁、エンジン｛吸気・火薬｝

弁、気化器弁、水混合弁、洗浄弁等）は、この大分類に含む。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４８１０ 動力付弁 （含）電動弁、水圧弁、電磁弁   

（除）エンジン｛吸気・排気｝弁（分類番号２９９０，

２８１５）、消火器材専用に設計された弁（分類番号

４２１０）、配管器材等（分類番号４５４０） 

４８２０ 手動弁 （含）動力なしの自動調整弁、｛ゲート・玉形・アングル・

逆止め・安全｝弁、コック   

（除）消火栓（分類番号４２１０）、散水消火装置のヘッ

ド（分類番号４２１０）、消火器材専用に設計された

弁（分類番号４２１０）、配管器材等（分類番号４５

４０） 
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1大分類 ４９ ｛整備・修理｝工場用器材 

 

注： １ 自動車｛整備・修理｝工場用に設計された特殊器材で、自動車及び自動車以外の車両又は、

機械に用いるものは、分類番号４９１０に分類する。  

２ ジグ、フィクスチュア及びテンプレートで｛整備・修理｝工場専用器材とともに用いるもの

は、この大分類に分類するが、金属加工機械とともに用いるものは、大分類３４に分類する。  

３ ｛試験・整備｝専用に設計された赤外線装置用｛組部品・小組部品・構成品｝は、この大分

類の該当する分類番号に分類する。  

４ 通信機器及び暗視器材試験用の赤外線機器は、この大分類から除外する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４９１０ 自動車｛整備・修理｝工場専

用器材 

（含）自動車用リフト、車輪整合機器、ブレーキ調整機

器、タイヤ｛整備・修理｝機器、自動車専用に設計

されたテストスタンド・試験用機器   

（除）手工具（大分類５１）、給油及び燃料分配器材（分

類番号４９３０）、自動車｛整備・修理｝工場専用に

設計された基本的｛電気・電子｝式測定器（例えば、

電流計、電圧計、オーム計、マルチメータ等）（分類

番号６６２５） 

４９２０ 航空機｛整備・修理｝工場専

用器材 

（含）｛オーバーホール・修理｝用航空機組部品支持スタ

ンド、航空機のエンジン・発電機・油圧系統・武器

装置・自動操縦装置・射撃管制装置・飛行管制装置・

航法装置等の航空機構成品の整備及び修理専用に設

計されたテストスタンド・試験用機器 

（除）手工具、航空機｛整備・修理｝工場専用に設計さ

れた基本的｛電気・電子｝式測定器（例えば、電流

計、電圧計、オーム計、マルチメータ等）、｛通信・

電気・電子｝機器共用の試験装置 

４９２１ 魚雷｛整備・修理・点検｝専

用器材 

（含）｛魚雷・魚雷構成品｝｛整備・修理｝用特殊設計の

｛整備・試験・点検・修理｝工場専用器材、付属具、

取付具、検査及び固定具・水平ジャッキ装置・燃料

注入吸出装置・分度器・後部架台傾斜台・高圧空気

装置モータ乾燥器取り出し装置・｛魚雷・魚雷構成

品・パネル試験・取付具｝｛オーバーホール・整備・

試験・修理・点検｝用水準試験台・｛電気回路・発火

回路・魚雷試験器｝用試験器材   

（除）｛弾薬・誘導弾・ロケット・射撃管制装置・水中機

雷・爆雷｝｛整備・修理｝用特殊設計の｛整備・試験・

点検・修理｝工場専用器材また、基本的｛電気・電

子｝式測定器は除く（例えば電流計、電圧計、マル

チメータ等） 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４９２３ ｛爆雷・水中機雷｝｛整備・

修理・点検｝専用器材 

（含）｛爆雷・水中機雷｝｛整備・修理｝用特殊設計の｛整

備・試験・点検・修理｝工場専用器材、｛爆雷・水中

機雷｝｛オーバーホール・整備・試験・点検｝用台、

試験装置・｛漏洩試験・圧力試験・発火回路・時計装

置｝試験器   

（除）｛誘導弾・弾薬・魚雷・ロケット・射撃管制装置｝

用特殊設計の｛整備・試験・点検・修理｝工場専用

器材基本的な｛電気・電子｝式測定器 

４９２５ 弾薬｛整備・修理・点検｝専

用器材 

（含）弾薬品目｛整備・修理｝用特殊設計の｛整備・試

験・点検・修理｝工場専用器材、アクセサリ、検査

及び固定具弾薬帯への弾薬装着器材、安定度試験炉、

爆速測定器、雷管点火器材、弾心軸、後元器、試験

器具、パネル、点火装置、弾薬｛整備・点検・修理｝

用試験器   

（除）｛誘導弾・誘導弾遠隔管制装置・誘導弾装置｝専用

に設計された｛整備・修理・点検・試験｝器材、射

撃管制装置、ロケット、水中機雷、爆雷、航空機火

器発射筒用試験器材、基本的｛電気・電子｝式測定

器（例えば電流計、電圧計、オーム計、マルチメー

タ等） 

４９２７ ロケット｛整備・修理・点検｝

専用器材 

（含）｛ロケット・ロケット構成品｝｛整備・修理｝用特

設計の｛整備・試験・点検・修理｝工場専用器材、

ロケット整備台、試験台、固定具、ジグ、｛ロケット・

ロケットモータ・その他のロケット構成品｝｛整備・

修理｝用に設計した工場器材   

（除）｛誘導弾・射撃管制装置・魚雷・水中機雷・爆雷｝

用に特別に設計した特殊設計の｛整備・試験・点検・

修理｝工場器材、航空機ロケット発射筒用試験器材・

基本的な｛電気・電子｝式測定器（例えば電流計、

電圧計、オーム計、マルチメータ等） 

４９３０ ｛潤滑油・燃料｝供給用器材 （含）手持ち式グリースガン、集中式潤滑油供給装置、

静水式給油機、｛オイル・ガソリン｝供給ポンプ、燃

料油供給ポンプ、手持ち式オイル、グリース供給機、

加圧式注入器用アタッチメント、視滴注油器   

（除）アレミート及び潤滑アクセサリ（分類番号４７３

０） 

４９３１ 射撃管制装置｛整備・修理｝

工場専用器材 

（含）特殊設計のテスト装置、整備用｛フィクスチュア・

スタンド｝   

（除）射撃管制装置とその他の装置とに共用の器材、航

空機用射撃管制装置｛整備・修理｝工場専用器材 

４９３３ 武器｛整備・修理｝工場専用

器材 

（含）整備用｛スタンド・フィクスチュア・治具｝  

（除）航空機用武器｛整備・修理｝工場専用器材 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

４９３５ 誘導弾｛整備・修理・検査｝

工場専用器材 

（含）誘導弾又は、誘導弾遠隔管制装置専用に設計され

た｛検査・テスト｝装置   

（除）誘導弾｛整備・修理・検査｝工場専用に設計され

た基本的｛電気・電子｝式測定器（例えば、電流計、

電圧計、オーム計、マルチメータ等）、誘導弾遠隔管

制装置専用に設計した組込式の検査装置、｛通信・電

気・電子｝機器共用の試験装置 

４９４０ その他の｛整備・修理・｝工

場専用器材 

（含）ペイント吹付け装置   

（除）手工具（大分類５１） 

４９６０ 宇宙車両｛整備・修理・点検｝

専用器材 

（含）遠隔制御システムを含む宇宙車両専用に設計され

た点検試験用器材   

（除）誘導弾ミサイル及び宇宙車両の両方に使用される

点検試験器材、遠隔制御システムのために専用に設

計された内蔵（組込まれた）修理器材、電流計・抵

抗計・マルチメータ、及び分類番号として示される

同様な器材を含むこれらの専用設計を含む電気的及

び電子的試験器材の基礎的な器材 

 ４９７０ 多目的誘導兵器｛高段階整

備・修理｝工場器材 

注：  複合誘導武器の試験、絶縁不良及び修理用に設計

された、試験、点検設備及び修理のための工場設備。 

設備は唯一特定のシステムに対してのみ使用される

よう設計されている。 （分類番号４９２１、４９

２７、４９３５を参照） 
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1大分類 ５１1   工具 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５１１０ 刃付き工具 （含）のみ、やすり、パイプカッタ、石目やすり、鋸、

ねじ羽子板、おの、手おの、マチェット 

５１２０ 刃無工具 （含）ハンマ、つるはし、切断専用以外のプライヤ、ね

じ回し、ショベル、土工用｛レーキ・フォーク・く

わ｝、一般用ジャッキ、工事用ジャッキ、応急破壊棒、

にかわつぼ、ブロートーチ   

（除）技工用計測工具、園芸用｛レーキ・フォーク・く

わ｝・その他の園芸用具 

５１３０ 動力付き工具 （含）ドリル、びょう打機、携帯用電動のこ、空気工具、

手打式動力付き工具専用の研削｛と石・コーン｝・そ

の他の研削アタッチメント 

５１３３ ｛手動・動力｝式｛ドリル・

カウンタボア・カウンタシン

ク｝ 

  

５１３６ ｛手動・動力｝式｛タップ・

ダイス・コレット｝ 

（除）｛パンチ・スタンプ・マーキング｝用ダイス 

５１４０ ｛工具・金物｝用容器   

５１８０ 工具｛セット・キット・アウ

トフィット｝ 

注：  この分類番号は、いくつかの異なった品目に分類

できるもの、１又は、いくつかの分類番号を構成す

るセット、キット、アウトフィットを含む。 個々

の品目として、同じ分類に分類する、それらの品目

及び品目の大きさ及び色のばらつきがあるセット、

キット、アウトフィットは、この分類から除外する。 
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1大分類 ５２1   計測工具 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５２１０ 技工用計測工具 注：  この分類は、分類番号５２２０に分類される特殊

な計測ゲージを含まない。  

（含）キャリパ、水準器、マイクロメータ、垂球、精密

巻尺、スコヤ、アングルゲージ、センタゲージ、デ

プスゲージ、ドローゲージ、ドリルポイントゲージ、

｛フィレット及びラジアス｝ゲージ、ガラスゲージ、

幅尺ハイトゲージ、プレーナゲージ、リベット選別

ゲージ、のこ歯セットゲージ、スクリュウピッチゲ

ージ、トースカン、テレスコーピングゲージ、隙間

ゲージ、チューブビードゲージ、チューブフレアゲ

ージ、ツイストドリルゲージ、｛ツイストドリルロッ

ド｝ゲージ、｛ツイストドリルタップ｝ゲージ、｛テ

ーパーワイヤー隙間｝ゲージ、ワイヤーゲージ、｛平

削り盤及び形削り盤｝工具取付ゲージ、ブロックゲ

ージ 

５２２０ 検査ゲージ及び精密測定工

具 

注：  特殊検査ゲージは、この分類番号に分類する。 

（含）｛リング・はさみ・ねじ山レングス｝ゲージを                           

含む限界ゲージ、プロファイルゲージ、フィクスチ

ュアゲージ、特殊検査ゲージ 

５２８０ 計測工具｛セット・キット・

アウトフィット｝ 
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1大分類 ５３1 金物類及び研磨材 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５３０５ ねじ類   

５３０６ ボルト   

５３０７ 植込みボルト   

５３１０ ナット及びワッシャ 注：  特殊設計されたものを含むナット及びワッシャは

この分類番号に分類される。 ナットは、内部を貫

通した４角形や６角形の様な様々な形に造られた小

さい金属製の塊である。 ワッシャは様々な形の金

属片や皮、その他の金属に穴をあけたものである。 

これらは主としてその部位の上の耐圧や縦の動きの

防止や、その先端の形によって造られた機能に耐え

うる動きを防止するためのボルト、ナット、リベッ

トやくぎの台（座）に使用される。  

（含）止めナット、アイナット、平ナット、可鋳性ナッ

ト、グリップ付ナット、板状ナット、推進ナット、

凹凸ワッツャ   

（除）平軸受けワッシャ（分類番号３１２０）、シム（分

類番号５３６５）、リングスペーサ（分類番号５３６

５）、板状スペーサ（分類番号５３６５）、止めリン

グ（分類番号５３６５） 

５３１５ くぎ、キー及びピン 注：  専用設計されたくぎ、キー及びピンはこの分類番

号に分類される。 くぎは通常、頭部を有し、とが

った細長いものであり、衝撃で差し込まれるように

設計される。 キーは通常、例えば軸とハブの関連

した回転を防ぐため、通常溝の中の２つの項目に一

般的に差し込まれる品目である。 ピンは２つ以上

の物質を一緒にくっつけるために使用され、角運動

をさせる様々な材質の円筒形の品目である。  

（含）金属製ダウエルピン、割ピン、スパイク、鋲、シ

ャフトキー、平びょう、事務用を除く止め金、鉄道

用犬くぎ、犬くぎ   

（除）シャフト（分類番号３０４０）、ロックキー（分類

番号５３４０） 

５３２０ リベット   
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５３２５ 止め金具 （含）アイレット、グロメット、航空機用カウリングフ

ァスナ、繊維用ファスナ、止めリング 

５３３０ ｛パッキング・ガスケット｝

材料 

注：  この分類番号は、標準的な使用として設計された

シールとガスケットだけを含む。 シールとガスケ

ット及びパッキンは、専用に設計された材料から作

られ、また熱、ガス、化学薬品、液体の働きからの

悪化に耐えるために作られ、空洞を満たし、きっち

りした密封状態を形成するために使用される。 同

様に、シール、ガスケット及びパッキンを作るため

に使用される材料は、大分類９３、大分類８０、大

分類８３に属するばらの状態で利用できる。  

（含）汎用｛オイル・グリース｝、｛シール・リテーナ｝、

ビフワッシャ、オーカム、｛パッキング・ガスケット｝

用特殊材料、ガスケット｛ストリップ・テープ｝、特

定の単一用途に設計された成形済みのガスケット及

びシール  

（除）Ｏリング（分類番号５３３１）、非金属加工材料（大

分類９３）、ペイント、密閉剤及び接着剤（大分類８

０）、無線周波妨害及び電磁妨害用ガスケット（分類

番号５９９９）、すべてのシール材料 

５３３１ Ｏリング 

 

（除）｛パッキン・ガスケット｝材料（分類番号５３３０） 

 

５３３５ 金 網 注：  金網は通常、微細な部分から粗く分離し、取付け

られ、用いられる穴のあられた板状、円筒形、メッ

シュ状の針金繊維である。  

（含）虫よけ金網、工業用｛金属製クロス・ふるい｝   

（除）垣根用金網（分類番号５６６０） 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５３４０ その他の金物 注：  商業用的用途のために主として設計された通常の

金物は、この分類番号に分類される。 金物は他に

分類されない最終物質の物理的、有形、耐久的な構

成物質である。 それは、また通常建築物及び製造

物に使用される一般的な物質からなる。 （例えば

ヒンジやドアの鍵）  

（含）立入り遮蔽物、バンパ、キャスタ、ドア閉鎖器、

ちょうつがい、鍵、締め金具、小箱用金具、｛トラン

ク・荷物｝用金具、非水圧式｛防振具・防振架台｝  

（除）兵器システム用器材（分類番号５３４２） 

５３４１ ブラケット 注：  すべてのブラケットは、この分類番号に分類する。 

特定の使用目的及び／又は、用途に設計されたブラ

ケットもこの分類番号に分類される。 ブラケット

は自身以外のものを支える固定具である。  

（含）アングルブラケット、ダブルアングルブラケット、

取付金具   

（除）コーナーブレース（分類番号５３４０）、Ｔブレー

ス（分類番号５３４０）、メンディングプレート（分

類番号５３４０） 

５３４２ 兵器システム用器材 注：  兵器システム用にのみ設計された器材を、この分

類番号に分類する。  

（含）アダプタ、アンカープレート及びストラップ、陽

極ジャバラ、連結器、操作桿、ヨーク   

（除）市販の機器（分類番号５３４０） 

５３４５ 

 

 

研磨盤及びと石 （含）研磨｛ベルト・ベルト材｝、仕上げと石、汎用研削

と石  

（除）研科用研磨材、機器用の研削コーン、その他の研

削アタッチメント 

５３５０ 研磨材 （含）研磨布、研磨紙、研磨粉剤、金属仕上げ研磨剤、

工業用ダイヤモンド、ダイヤモンド粉末、べんがら 

５３５５ ノブ及びポインタ （含）目盛り付きノブ、汎用目盛り付きダイヤル 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５３６０ ｛コイル・フラット・リーフ

及びワイヤ｝ばね 

注：  特種設計されたものを含むすべてのスプリングは、

この分類番号に分類する。 スプリングは押しつけ

たり、伸ばしたり、そらした後、その原型に回復す

る弾力性のある機械的な装置である。  

（含）押しばね、ねじりコイルばね、板ばね、組部品、

薄板ばね、引きばね 

５３６５ ブッシュ、リング、シム及び

スペーサ 

注：  特殊設計されたものを含むすべての品目は、この

分類番号に分類する。 ブッシュは、形状が円筒形

で中空で主として穴の有効な内径を縮少させるため

に、穴の中に挿入し、圧力、ひずみ、振動からの衝

撃の効果から穴に対して物体の構造を保護するため

に設計される。 リングは、形状が円筒形で通常中

心の穴を有し平らである。 リングは多くに適用さ

れる。 指定された使用法の固有の品名が確認でき

る。 シムは薄く、時々テーパーが付けてあり、金

属片は物体のとのすきまを満たすために使用され

る。 寸法的なパラメタの固有の品名が確認できる。 

スペーサは相互に離れた２つの部材を保持する装置

である。  

（含）外ねじリング、｛キー・鋸歯状｝止めリング、Ｄ型

リング、止め輪機器、シムセット、段付き｛スペー

サ・プレート・リング・スリーブ｝、スペーサセット、

｛ブッシング・プラグ｝機械ねじ   

（除）スリーブ軸受け（分類番号３１２０）、ねじ山のあ

るパイプ、プラグ（分類番号４７３０）、ピストンリ

ング（分類番号２５２０、２８０５、２８１０、２

８１５、２８２５、２９９０、３０４０、４３１０、

４８２０）、止めリング（分類番号５３２５）、シム

ストック（分類番号９５１５） 
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1大分類 ５４  組立式構造物及び足場 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５４１０ ｛組立・可搬｝式建物 （含）組立式建物用パネル、組立式半永久｛建造・構造｝

物 

５４１１ 剛性ウォールシェルタ （含）｛陸上・海上・航空｝輸送が出来るように設計し、

完成された可搬式シェルタ 

５４１９  宿営施設支援システム 注：  可搬式施設であり、通常、休憩スペースを含み、

宿泊、食事、洗濯、シャワー等の衛生サービスによ

り士気を高めるための支援システムを、この分類番

号に分類する。  

５４２０ ｛固定・浮遊｝式橋りょう （含）橋りょう建造用特殊器材、浮橋用｛フロート・舟｝  

（除）ポンツーン及び浮きドック（分類番号１９４５） 

５４３０ 貯蔵タンク （含）組立済み又は、組立前の貯蔵専用タンク、｛圧力・

真空｝タンクの外殻、石油貯蔵タンク   

（除）ボイラタンク（分類番号４４１０）、温水タンク（分

類番号４５２０） 

５４４０ 足場装置及びコンクリート

打ち型 

（含）成形済みコンクリート打ち型、建築工事用｛はし

ご・階段｝   

（除）航空機｛整備・搭載｝用はしご（分類番号１７３

０）、消防用はしご（分類番号４２１０）、｛整備・修

理｝用はしご（分類番号４９４０）、船用網はしご（分

類番号２０９０）、車両用はしご（分類番号２５４０） 

５４４５ 

 

 

組立式塔構造物 （含）送電塔、レーダ塔、探照燈塔、管制塔、アンカー

レール、タイロット、ブレース、ステップス、張綱

組部品等の組立式塔構成品、塔用特殊金物 

５４５０ その他の組立式構造物 （含）屋根なし観覧席、特別観覧席 
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1大分類 ５５1 木材、木工品、合板及び化粧板 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５５１０ 木材及び木製基礎材料 （含）角材、床木、抗木、電柱、枕木、木材細粉、木材、

薄板、下見板、型材、ひき物   

（除）木工品（分類番号５５２０）、合板（分類番号５５

３０）、化粧板、非木工品製品（分類番号５６７０） 

５５２０ 木工品 （含）ドア枠、ドア、窓枠、サッシ   

（除）型材、ひき物（分類番号５５１０）、非木工品製品

（分類番号５６７０） 

５５３０ 合板及び化粧板 （含）｛合板・化粧板｝パネル 
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1大分類 ５６1 ｛建設・建築｝材料 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５６１０ 鉱物性建設用材料 （含）アスファルト、鉱さい、砂利、石灰、砂、粗石、

石材、セメント、バラスト   

（除）成形ブロック、れんが 

５６２０ 建築用｛タイル・れんが・ブ

ロック｝ 

（含）コンクリートブロック、鉱さいブロック、スラグ

ブロック、切り石、仕上げ済み切り石、｛床・壁｝用

磁器タイル、建築用テラコッタ、コンクリート製｛ス

ラブ・格子｝ 

５６３０ 非金属製｛パイプ・導管｝ （含）コンクリート｛パイプ・導管｝、地下埋設用｛土管・

導管｝、下水管、地下埋設用非金属製パイプフィッテ

ィング   

（除）｛実験室・電気｝用非金属製｛パイプ・コンジット｝

フィッティング・非金属製フレキシブル｛ホース・

チューブ｝ 

５６４０ 壁板、建築紙及び断熱材料 （含）  建築用ペーパボード、天井板、石こう板、断熱

板、しっくい板、防音板、タール紙、壁紙、ミネラルウ

ール、ガラスウールパッド、パイプ被覆材料   

（除）  電気絶縁材料 

５６５０ 屋根ふき及び下見張り材料 （含）メタルシートを含む屋根ふき材料各種、ルーフィ

ングフェルト、ルーフィングロール、ルーフィング

タイル、こけら板   

（除）タール紙、金属製｛屋根ふき・下見｝用素材、木

製下見板 

５６６０ さく材料、さく及びさくの扉   

５６７０ 建築及び建築関連金属製品 注：  木工品は分類番号５５２０に分類される。  

（含）ドア枠、窓枠、窓サッシ、とい、格子戸、格子窓、

雨戸、壁備え付け避難梯子   

（除）下水溝の配管、｛家具・壁張用材｝関連構成品 

５６７５ 非木材建設及び建築関連資

材 

（含）非木材角材、床材、特性ろくろ細工・彫刻、非木

材化粧板   

（除）木工品及び木材化粧板（分類番号５５２０，５５

３０）、木製品目（分類番号５５１０） 

５６８０ その他の建設用材料 （含）メタルラス、航空機着陸マット、牽引車用マット 
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1大分類 ５８  ｛通信・探知・収束放射線｝器材 

 
注： 大分類６０に分類される光ファイバ品目、分類番号｛５９５５又は、５９６３｝に分類される発

振器品目、分類番号５９６３に定義される電子モジュール、大分類５８の装置（分類番号５９９５

参照）に関連する｛電線・電線組部品・ハーネス・セット｝及び自動データ処理装置に使用される

｛データ電送・情報装置・端末機・感知器等｝はこの大分類から除外する。 大分類５８の中には、

他の大分類に比較して、同一品目がいくつかの分類番号に分類されている品目が多い。 又、この

大分類に含まれる品目名で、他の大分類に分類されている品目もある。 これらの品目は、品目名

が同一であっても全く異なった｛部品・組部品｝である。 同一の品目名が二つ以上の分類番号に

分類されていることは、その品目名の｛部品・組部品｝が、一方で一つの分類番号に分類される器

材を示し、もう一方で、他の分類番号に分類される器材を示す。 例えば、ＣＯＤＥＲ、ＡＵＤＩ

ＯＦＲＥＱＵＥＮＣＹという品目名は、明らかに異なる二つの組部品に適用される、その一つは、

分類番号５８１０に分類される暗号器材の組部品であり、他の一つは、分類番号５８４０に分類さ

れるレーダ装置の組部品である。 このような異なった品目で同一の品目名を有するものは、それ

ぞれの品目の分類区分選定可能な高次の組部品と同じ分類番号に分類する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５８０５ ｛電話・電信｝装置   

５８１０ 通信保全器材及びその構成

品 

  

５８１１ その他の暗号器材及びその

構成品 

  

５８１５ 印刷電信機及び模写電送装

置 

（含）チッカ・パルス加算機 

５８２０ 航空機搭載用以外の｛無線・

テレビジョン｝送受信装置 

（含）テレメータ   

（除）家庭用｛ラジオ・テレビジョン｝ 

５８２１ 航空機搭載用｛無線・テレビ

ジレビジョン｝送受信装置 

（含）テレメータ 

５８２５ 航空機搭載用以外の無線航

法装置 

（含）ロラン、ショラーン、方向探知機 

５８２６ 航空機搭載用無線航法装置 （含）ロラン、ショラーン、方向探知機 

５８３０ 航空機搭載用以外の｛相互通

信・放声｝装置 

（含）有線放送装置、屋内通信装置、艦内通信装置、車内

通信装置 

５８３１ 航空機搭載用｛相互通信・放

声・｝装置 

  

５８３５ ｛録音・再生｝装置 （除）家庭用蓄音機、口述機械 

５８３６ ビデオ録画及び再生装置 注：  ビデオモニタ、テレビ、カメラ、プリンタ及び種々

の通信装置に用いられる録画再生機の電子式ビデオ

装置だけを、この分類番号に分類する。 クリーナ、

テープ継ぎ器、巻き戻し器、リールやテープを含む。 

写真用器材（大分類６７）、ＡＤＰ型コンピュータモ

ニタ（大分類７０）、無線受信／送信用ビデオ装置（大

分類５８）を除く。  
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５８４０ 非航空機搭載用レーダ装置 注：  ｛射撃管制装置・誘導弾｝専用に設計されたレーダ

｛組部品・小組部品｝は、この分類番号から除外し、

大分類１２又は、大分類１４の該当する分類番号に分

類する。  

５８４１ 航空機搭載用レーダ装置 注：  ｛射撃管制装置・誘導弾｝専用に設計されたレーダ

｛組部品・小組部品｝は、この分類番号から除外し、

大分類１２又は、大分類１４の該当する分類番号に分

類する。  

５８４５ 水中音響装置 注：  対潜測音射撃管制装置用に特殊設計されたものは、

この分類番号から除外する。  

（含）対潜測音機、水中聴音機、ソノブイ、ソノブイ投下

機、測探儀、水中測音装置 

５８５０ ｛可視・不可視｝光通信装置 注：  通信用赤外線機器だけを、この分類番号に分類する。 

｛射撃管制・誘導弾｝装置、｛試験・整備｝専用装置、

暗視器材及びその他の非通信用機器専用に設計され

た赤外線装置用｛組部品・小組部品・構成品｝は、こ

の分類番号から除外する。  

（含）日光反射信号機 

５８５５ 放射機｛発射・反射｝暗視装

置 

注：  暗夜における｛地形・目標｝を｛探知・観測・識別｝

するために能動的又は、受動的技術を使う｛映像製

作・装置関連補助装置及びこれらの小組部品・構成品｝

は、この分類番号に分類する。 ｛射撃管制・夜間観

測・探知｝用の汎用品目は、この分類番号に分類する。 

（含）近赤外線源から放射される放射線を利用する品目。 

目標から反射される低レベルの放射線を利用する｛照

準・観察｝装置、目標探知及び観測装置関放射線源、

映像変換器、増幅管、暗視用として特に設計された｛電

源・その他の構成品｝、｛照準・観察｝装置、｛目標探

知・位置探知・目標から発射された熱線を利用する遠

隔観察｝装置、暗視装置として特に設計された関連固

体放射線増幅器、光伝導体、感熱管、電池、素子及び

その他の構成品。 ｛反射・発射｝された放射線の双

方を利用する能力を持った品目。  

（除）分類区分表で、他の分類番号に特に分類されている

品目。 射撃管制目的のための管制ユニット内の昼間

及び夜間観察特性を取り入れた光学監視装置。 誘導

弾に使用するために設計された非暗視型の品目通信

機関、実験装置、レンズ、プリズム、電磁窓の光学素

子 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５８６０ 誘発収束放射線｛装置・構成

品・アクセサリ｝ 

注：  放射線の誘発発射原理で作動する装置並びに誘発収

束放射線技法に直接関係を有する関連構成品及びア

クセサリは、この分類番号に分類する。 放射線の発

生法は、レーザ（ＬＡＳＥＲ）及びメーザ（ＭＡＳＥ

Ｒ）技法により行われる。 誘発収束専用に設計され、

他に用いられない品目だけを、この分類番号に分類す

る。 この装置を含む組立品及び主装置は、この分類

番号から除外する。  

５８６５ ｛ＥＣＭ・ＥＣＣＭ・ＱＲ

Ｃ ｝器材 

注： 電波の効果を妨害したり、減じたりあるいは確保す

るように設計された｛能動・受動｝的電子｛機器・装

置・補助装置｝はこの分類番号に分類する。  

（含） 分類区分表で他に分類できないもので特殊設計さ

れた｛ＥＣＭ・ＥＣＣＭ・ＥＳＭ・ＱＲＣ｝器材又

は、構成品   

（除） 分類区分表で特殊の分類番号に分類された非電子

品目 

５８９５ その他の通信装置 注：  この分類番号には、特定の分類番号に分類されない

通信器材が分類される。 （大分類５８の｢注｣を参照） 

（含）モデム   

（除）ＥＣＭ器材 
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1大分類 ５９  ｛電気・電子｝機器構成品 

 

注： 特殊設計のブラケット、ホルダ、リテーナ等の取付金具は、この大分類の分類番号に分類する。  

ねじ（分類番号５３０５）、ボルト（分類番号５３０６）、植え込みボルト（分類番号５３０７）、

ワッシャ（分類番号５３１０）、リベット（分類番号５３２０）及び大分類５９以外の大分類中の

特定の分類番号に分類される一般金物類は、この大分類の分類番号から除外する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５９０５ 抵抗器 （含）バリスタ、安定抵抗器、加減抵抗器、抵抗器回路網、

抵抗器取付金具、サーモスタット   

（除）抵抗線 

５９１０ コンデンサ （含）混信フィルタ用コンデンサ、コンデンサ取付金具  

（除）半導体素子、付属金具 

５９１５ フィルタ及び回路網 注：  フィルタ及び｛抵抗器・コンデンサ・コイル｝を組

み合わせて構成される回路網だけを、この分類番号に

分類する。 なお、抵抗器だけで構成されるものは、

分類番号５９０５に、コンデンサだけで構成されるも

のは、分類番号５９１０に、また、コイルだけで構成

されるものは、分類番号５９５０に分類する。  

５９２０ ヒューズ、避雷器、吸収器及

び保護装置 

（含）ヒューズホルダ、ヒューズボックス、ヒューズポス

ト、ヒューズリンク、ヒューズブロック、電流制限器

コロナ放電、静電気放電   

（除）遮断器 

５９２５ 回路遮断器 （含）遮断器   

（除）リレー 

５９３０ スイッチ （含）｛ロータリ・ナイフ・トグル・押しボタン・水銀・

自動調温・圧力差動｝スイッチ   

（除）スイッチギヤ 

５９３５ コネクタ （含）プラグ、ジャック、レセプタクル、電子構成品ソケ

ット、関連アクセサリ   

（除）連結器、光ファイバ 

５９４０ ラグ、端子及び端子板 （含）留め金、電池用クリップ、スタッド端子、テストク

リップ 

５９４５ 継電器及びソレノイド （含）電磁作動機構   

（除）接触器 

 ５９５０ コイル及び変圧器 （含）コイル｛点火コイル及び磁石発電機用コイルを除

く｝、コイルの集合体、磁石増幅器、リアクタ、変圧

器 

 ５９５５ 発振器及び圧電水晶体 （含）水晶ユニット、特定の周波数に調整してある未装着の

水晶体、水晶制御発振器、水晶製でない制御発振器 
（除）分類番号５９６３及びマイクロ回路に定義される電子

モジュールに分類される水晶制御発振器及び水晶製で

ない制御発振器 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５９６０ 電子管及び付属金具 （含）整流管、光電管、電子発信管   

（除）トランジスタ、電子管ソケット、Ｘ線管、半導体素

子及びその付属金具 

５９６１ 半導体素子及び付属金具 （含）半導体組部品、半導体ダイオード、半導体整流器、

半導体素子、トランジスタ、ユニット化された半導体

及びソケットを除く付属金具   

（除）マイクロ回路、光電子素子及び付属金具 

５９６２ 電子マイクロ回路 注：  マイクロ回路は、次のように定義される。 電子回

路機能をもたせるために、一つの基板上に素子を置い

て相互に接続した単位部品と同等の電気的特性を有

する一つの小さな回路である。 この素子は、半導体

又は、絶縁体基板上に作られており、半導体と絶縁体

フィルムが１個又は、２個隔離されて組合わさったも

のである。 個々に内部接続されたマイクロ構成品

（小さく分離された構成品）はこの分類番号から除外

する。 また、コンデンサ、トランジスタ又は、これ

らの配列のようにそれ自体では電子回路の機能を持

たず、１個だけの素子でできていて機械的に厚膜又

は、薄膜構成の品目も除外する。  

（含）集積回路装置、集積回路モジュール、｛ハイブリッ

ド・磁気・分子・光電子・薄膜｝集積電子装置  

（除）｛コンデンサ・抵抗・ダイオード・トランジスタ・

印刷回路基板・サーキットカード組部品・フィルタ・

回路網｝の単一回路素子 

５９６３ 

 

 

 

電子モジュール 注：  この分類番号でいう「電子モジュール」とは、電子

構成部品をいい、各種の装置、あるいは最終品目設計

の用をなすとともに｛電圧・電流｝又は、いずれか一

方を制御して｛利得・発振・スイッチング｝若しくは、

これらに類似した集積電子機能を発生できるもので

ある置換性を有する単一物体の中には、超小型化され

た｛電子部品・素子｝又は、いずれか一方からなる集

合体で構成され、また、所要の電気的結合を完全にす

るため、プラグインマウントを備えている。 この品

目は、これ以上分解できず、ＣＩＲＣＵＴＣＡＲＤ 

ＡＳＳＥＭＢＬＹ及びＥＬＥ－ＣＴＲＯＮＩＣ Ｃ

ＯＭＰＯＮＥＮＴＳ ＡＳＳＥＭＢＬＹなどの品目

と区別できる。 これらのモジュールは、｛企業・官

仕様書・規格｝に適合しており、共通性を高め、適正

な動作性能を確実にするために、すべての物理的諸元

及び電気的パラメタを定めている。  

（除）マイクロ回路、電子試験器材プラグインユニット 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

５９６５ ヘッドセット、ハンドセット

マイクロフォン及びスピー

カ 

  

５９７０ 電気｛絶縁物・絶縁材料｝ （含）｛チューブ・ノブ・クリート・ストレーン・スタン

ドオフ｝がいし、引込がいし、卵形がいし、絶縁テー

プ、ワニステープ 

５９７５ 電気工事用金具類 （含）電線管、導板、フェースプレート、コンジュレット、

アウトレット、他の分類番号に分類されない架線用金

具 

５９７７ コンタクトブラシ及び電極 （含）回転機械用ブラシ、炭素ブラシ材料、ブラシ｛アー

ム・保持器｝、灯用電極   

（除）陽極、陰極、溶接用電極 

５９８０ 光学電子部品及びその関連

装置 

（含）数字、英数字、記号又は、グラフィック情報、エミ

ッターを表示する光学電子｛部品・組部品｝カプラ、

検出器及びスイッチ等、表示機能のない光学電子部品 

（除）電気照明設備、ランプ及び関連装置 

５９８５ 

 

アンテナ、導波管及びその関

連器材 

（含）アンテナ、支柱、管制装置、減衰器、連結器、送信

系統   

（除）管制塔構造物 

５９９０ シンクロ及びリゾルバ （除）シンクロ装置、サーボ機構 

５９９５ 通信機器用｛ケーブル・コー

ド・ワイヤ｝組部品 

注： 大分類５８及び大分類５９に分類される機器及び構

成品に使用するケーブル、コード、電線組部品及びセ

ット（配線ハーネス）だけを、この分類番号に分類す

る。 大分類５８及び大分類５９以外の大分類に分類

されるケーブル、コード、電線組部品及びセット（配

線ハーネス）は、もし多くに適用可能であり、また分

類された高次の分類可能な組部品で特殊に設計され

たものであれば、分類番号６１５０に分類される。  

（除）光ファイバケーブル組部品 

５９９６ 増幅器 （含）オーディオアンプ、補助増幅器、オペアンプ、パワ

ーアンプ、ラジオ周波数増幅器、信号増幅器、ビデオ

増幅器   

（除）機能検出用増幅器、ミキサ増幅器、マイクロ回路装

置 

５９９８ ｛電気・電子｝組立基板、カ

ード及びその関連装置 

（除）サーキットカード、電子構成品 

５９９９ その他の｛電気・電子｝機器

構成品 

（含）永久磁石及び磁気ひずみ材料、電気用｛キャップ・

クリップ・コンタクト｝ 

 



72 

1大分類 ６０  光ファイバ用｛材料・構成品・ 

組部品・アクセサリ｝ 
 

注： 光ファイバとは、光エネルギ（光線）をファイバを通して他の位置へ導く機能を有するものに対

する一般用語である。 通信、データ伝送、映像伝送又は、照明に用いられる｛部品・材料・装置｝

光ファイバ品目を、この大分類に分類する。 大分類５１に属する工具、大分類６５（医療）に属

する映像装置、大分類６６（計器）に属する電気、電子、光学器械及び適正な装置の大分類に分類

できる光ファイバの構成品を使用する装置はこの大分類から除外する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６０１０ 光ファイバ導体 注：  個々に分離した光ファイバは、この分類番号に分類

する。  

６０１５ 光ファイバケーブル 注：  １以上の分離した光ファイバ導体を、まとめて保護

するように包んだものを、この分類番号に分類する。 

電気伝導体、被覆電線及び補強材料を含んでもよい。 

６０２０ 光ファイバケーブル｛組部

品・ハーネス｝ 

注：  通信及びデータ伝送に使用するため、取付用の端末

処理を施した１以上の光ファイバ伝導体及び被覆線

はこの分類番号に分類する。 照明及び画像送信に使

用するものはこの分類番号から除外する。  

６０２１ 光ファイバスイッチ 注：  光ファイバシステムの接続選択に使用するスイッチ

は、この分類番号に分類する。  

６０３０ 

 

光ファイバ装置 注：  光ファイバシステム内で活発な機能を有する光ファ

イバ装置を、この分類番号に分類する。  

６０３２ 

 

光ファイバ用光源及び光セ

ンサ 

注：  光ファイバシステムに使用する発光ダイオード、レ

ーザダイオード及び光センサを、この分類番号に分類

する。  

６０３５ 

 

 

光ファイバの光転送及び画

像転送部品 

注：  照明又は、画像送信用に使用される光ファイバ部品

は、この分類番号に分類する。 通信又は、データ送

信のために使用される品目は、この分類番号から除外

する。  

６０６０ 

 

光ファイバ連接器及びその

補給品 

注：  ｛連接器・分配器・光ファイバの連接｝などのすべ

ての光ファイバの端末部は、この分類番号に分類す

る。 電気的コネクタを含めてもよい。  

（除）コネクタ 

６０７０ 光ファイバ｛アクセサリ・補

給品｝ 

注：  光ファイバの｛解体品・調整品・関連補給品｝は、

この分類番号に分類する。  

（除）電気及び光ファイバの応用品に共通する金具及びそ

の補給品は分類番号５９７５に分類する。  
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６０８０ 光ファイバ｛キット・セット｝ 注：  ｛光ファイバ構成品のみ・光ファイバ構成品及び関

連部品・光ファイバ構成品及び関連工具・光ファイバ

構成品、関連部品及び関連工具｝は、この小分類に分

類する。  

（除）類番号５１８０の工具｛キット・セット｝、大分類

６６の試験｛セット・器具｝及び親機器の大分類に分

類する光ファイバ構成品を使用する最終品目の｛セッ

ト・装置｝ 

６０９９ 各種光ファイバの構成品 注：  他の分類番号に分類できない光ファイバ品目は、こ

の分類番号に分類する。 （大分類６０の「注」を参

照） 
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1大分類 ６１  電線及び｛電力・配電｝用器材 

 
小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６１０５ 電動機 （除）  エンジン始動用電動機 

６１１０ 電気制御装置 （含）接触器、電動機制御器、動力電子制御装置、電流開

閉器、電圧制御器   

（除）自動操縦装置、継電器、抵抗器 

６１１５ 発電機及び発電機セット （含）｛エンジン・タービン・風力・手動｝発電機セット

及び航空機用補助発電機   

（除）モータコンバータ、電動発電機セット、エンジン発

電機、エンジンに付属の発電機 

６１１６ 燃料電池｛電源ユニット・構

成品・アクセサリ｝ 

注：  酸化還元型の化学反応で直接起電力がえられるよう

設計された品目は、この分類番号に分類する。 完備

した電源ユニットには、タンク、ポンプ及びアクセサ

リの制御装置を備えており、｛気体・液体｝燃料及び

酸化剤を連続的に間断なく供給することが必要であ

る。  

（含）機能的に完備した燃料電池電源ユニット、燃料電 

池、燃料電池｛組部品・モジュール｝、燃料電池リア

クタントチャンバ、燃料供給装置、電解液ヒータ、熱

交換器、この分類番号に分類される燃料電池電源ユニ

ット専用の内部構成品   

（除）一次電池（分類番号６１３５）、二次電池（分類番

号６１４０）、発電機、発電機セット（分類番号６１

１５）、分類区分表で、他の分類番号に特に分類され

ているもの。  

６１１７ 太陽光発電システム 注：  太陽光エネルギを電力に直接変換するために設計さ

れた品目を、この分類番号に分類する。  

６１２０ ｛配電・発電所｝用変圧器 注：  定格１ＫＶＡをこえる変圧器は、この分類番号に分

類する。  

（除）計器用｛変圧器・交流器｝ 

６１２５ 回転電流変換機 注：  機械的回転運動を使用して、電気エネルギを一方か

ら他方に変換（すなわち、交流から交流に、直流から

直流に、交流から直流に及び直流から交流に）する機

器は、この分類番号に分類する。 発電機及び発電機

セット（分類番号６１１５）は、この分類番号から除

外する 

（含）回転式電池充電装置、発電動機、モータコンバータ、

電動発電機セット、相数変換機、回転装置、同期変流

器   

（除）非回転装置 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６１３０ 非回転電流変換器 注：  機械的回転運動以外の方法を用いて電気エネルギを

一方から他方に変換（すなわち、交流から交流に、直

流から直流に、交流から直流に及び直流から交流に）

する機器は、この分類番号に分類する。  

（含）非回転式電池充電装置、汎用電源装置 

（除）整流管（分類番号５９６０）、回転装置（分類番号

６１２５）、変圧器（分類番号５９５０）、半導体素子、

整流性水晶（分類番号５９６１） 

６１３５ 一次電池（再充電できない。） （含）  充電不可能な｛乾・湿｝電池 

６１４０ 二次電池（再充電できる。） （含）  充電可能な｛乾・湿｝電池 

６１４５ 電線及びケーブル 注：  一定の長さに限定されない電線及びケーブルは、こ

の分類番号に分類し、末端加工済み又は、接続金具付

きで一定の長さに限定された電線及びケーブルは、こ

の分類番号から除外する。  

（含）  アンテナ線・同軸ケーブル・ヒューズ線・抵抗線・

マグネット線等の｛絶縁・非絶縁｝｛電線・ケーブル｝  

（除）  無線周波電送線（分類番号５９８５）、光ファイ

バケーブル（分類番号６０１５）、｛配電・送電｝ケー

ブル組部品（分類番号６０１５）、通信機器用ケーブ

ル（分類番号５９９５） 

６１５０ その他の｛電力・配電｝器材 （含）｛アプライアンス・エクステンション｝コード、は

ん用アタッチメント付き｛電力・配電｝ケーブル、エ

ンドベル・フレーム等の回転機器用共通構成品 

６１６０ その他の電池｛保持取付具・

保護用品｝ 

（含）電池｛収納箱・カバー・保護用品・棚・保持器・ト

レイ｝ 
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1大分類 ６２  照明器具及びランプ 

 
小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６２１０ ｛屋内・屋外｝用電気照明器

具 

（含）｛空港・停車場・競技場・街路｝用照明器具   

（除）非電気式の屋外照明器具、信号器具、非電気式の屋

内照明器具 

６２２０ 乗り物用電気照明器具 （含）｛自動車・船舶・鉄道・航空機｝用照明器具   

（除）非電気式の乗り物用照明器具 

６２３０ ｛可搬・手さげ｝式電気照明

器具 

（含）投光器、探照灯、手さげ灯   

（除）非電気式の｛可搬・手さげ｝式照明器具、｛信号・

警報｝装置 

６２４０ 電灯 （含）蛍光灯、｛大・小｝型白熱電球、水銀灯、ナトリウ

ム電灯 

６２５０ 安定器、ソケット及び始動器   

６２６０ 非電気式の照明器具 （含）非電気式のランタン、｛可搬・手さげ｝式カーバイ

トランプ、ろうそく 
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1大分類 ６３ ｛警報・信号・危険探知｝装置 

 
小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６３１０ 交通信号装置 （除）鉄道用信号装置 

６３２０ 船舶用｛警報・信号｝装置   

６３３０ 鉄道用｛警報・信号｝装置 （含）踏切開閉装置、信号灯、閉そく信号機   

（除）腕木式信号機 

６３４０ 航空機用｛警報・信号｝装置 （含）酸素圧力｛警報・信号｝装置、｛気圧・高度｝警報

信号装置、搭乗員用警報信号装置、警報管制装置、脚

位置警報装置   

（除）航空機エンジン用｛オイル・燃料｝警報装置 

６３５０ その他の｛警報・信号・危険

探知｝装置 

（含）追突防止警報装置、霧笛、ドラ、チャイム、ベル、

防犯ベル装置、火災警報装置、警察用警報装置、警察

用音響装置、手動式ガス警報器、着陸警報装置   

（除）ロラン、レーダ、対潜測音器、エンジン用｛オイル・

燃料｝警報装置、航空機用酸素警報装置 
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1大分類 ６５ ｛医・歯・獣医｝科用装置 

及び用品 
 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６５０５ 医薬品及び生物学的製剤 注： 人体に対し処方することが適切である医薬品は、こ

の分類番号に分類する。  

（含） 厚生労働省によって人体に投与することが認めら

れた日本薬局方収載品目等、治療効果の期待される化

学薬品、生物学的製剤を、この分類番号に分類する。 

（除）医療部外品である化粧品類は分類番号６５０８、体

外診断用薬品及び試験薬品は分類番号６５５０に、動

物用の医薬品、生物学的製剤は分類番号６５０９に分

類する。  

６５０８ 医薬部外品である化粧品類 （含）厚生労働省によって医薬部外品と指定された薬品を

含めた化粧品を、この小分類に分類する。  

（除）医薬部外品以外の化粧品類は大分類８５に分類す

る。  

６５０９ 動物用医薬品 （含）農林水産省によって投与が認められ、特に動物に投

与されるすべての医薬品（化学的、生物学的製剤）  

（除）人体に投与される医薬品及び生物学的製剤は、分類

番号６５０５に分類する。  

６５１０ 外科用包帯材料 （含）包帯、圧迫包帯、脱脂綿、ガーゼ、パット、スポン

ジ及び外科用吸収体などを含め外科用包帯材料。  

６５１５ ｛内科・外科｝用｛器具・装

置・用品｝ 

（含）麻酔装置、輸血装置、酸素治療装置、人工呼吸器、

整形外科用品、副木、体温計、縫合糸、補聴器、獣医

科器械、光ファイバ内視鏡   

（除）眼科用｛器具・装置・用品｝、医療用以外に用いる

内視鏡 

６５２０ 歯科用｛器具・装置・用品｝ （含）  歯科用切削器械、歯科技工用｛器械・器具｝、治

療用椅子、歯列矯正器具、義歯、歯科用金属材料、歯科用

研磨機、歯科技工用備品 

６５２５ 医療用Ｘ線｛装置・用品｝ （含）医療用Ｘ線フィルム、医療用Ｘ線フィルム観察器、

医療用Ｘ線フィルム｛現像・仕上げ｝｛装置・用品｝、

Ｘ線管   

（除）工業用Ｘ線装置 

６５３０ 病院用｛備品・装置・器具・

用品｝ 

（含）  整形外科用器械、手術用照明装置、物理療法装置、

滅菌｛器械・装置｝、患者用椅子、担架、病院用ベッド、

患者拘束器具 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６５３２ 手術衣 （含）医療施設用被服・繊維製品  

（除）一般用の被服・繊維製品 

６５４０ 眼科用｛器械・器具・用品｝ （含）眼科用レンズ｛切断・研磨｝器械、眼鏡用レンズ、

眼境枠、｛眼鏡・視力計測｝用｛器械・器具・用品｝  

（除）一般光学用レンズ｛切断・研磨｝器械、耳鏡、検眼

鏡セット、他の医療学科に使用する手術用｛器具・用

品｝ 

６５４５ 医療用消耗品の｛セット・キ

ット・アウトフィット｝ 

（除）殺虫剤キット、耳鏡鏡セット、検眼鏡セット、体外

診断用試験キット 

６５５０ 体外診断用｛薬品・セット・

キット｝ 

（含）検査用錠剤、検査用スライド、検査用プレート、検

査用試験紙、検査用試験液、体外診断用薬品、血液、

尿及び排泄物などの定性・定量試験を行うための｛セ

ット・キット｝   

（除）体外診断用の目的で使用される医薬品（分類番号６

５０５） 
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1大分類 ６６  計器及び試験用装置  

 

注： 計器及び試験用装置として特に設計された赤外線用組部品｛小組部品・構成品を含む｝は、この

大分類に分類する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６６０５ 航法用計測器具 （含）方位鏡、六分儀、八分儀、ら針儀、プロット盤、水

中測程儀、エアーポジションインジケータ、偏流計 

６６１０ 飛行用計器 （含）速度計、昇降度計、旋回計、ピトー管、水平儀、姿

勢指示器   

（除）航法用計測器具（分類番号６６０５） 

６６１５ 自動操縦装置及び航空機搭

載ジャイロ構成品 

注：  誘導弾のジャイロ構成品を、この分類番号に分類し、

完備したジャイロ機構及び航空機搭載用でないジャ

イロ構成品は、この分類番号から除外してその品目の

分類区分選定可能な上位の組部品と同じ分類番号に

分類する。  

（含）自動操縦調節機、｛方向・垂直・旋回・水平｝自動

縦装置、｛航空機・船舶｝搭載用自動操縦機構、ヘリ

コプタ自動安定装置   

（除）自動操縦訓練装置（分類番号６９３０）、誘導武器

用自動操縦装置（分類番号１４２０） 

６６２０ エンジン用計器 注：  エンジンとエンジン以外のものとに共用の計器は、

この分類番号から除外し、この大分類の中のその品目

の該当する分類番号に分類する。  

（含）航空機・船舶・車両等のエンジン専用計器・燃料圧

力計、マニホールド圧力計、油圧計、燃料混合比指示

計、エンジン用｛オイル・燃料｝警報装置 

６６２５ ｛電気・電子｝特性｛測定・

試験｝用計器 

注：  基本型の｛電気・電子｝式試験器具（例えば、電流

計、電圧計、オーム計、マルチメータ及び類似の器具）

は、特殊設計のものを含めて、すべてこの分類番号に

分類し、射撃管制装置、誘導弾、車両、航空機又は、

写真器材専用に設計された基本型以外の試験器具は、

この分類番号から除外する。 また、通信試験機器、

通信機器用に設計した赤外線試験器具及び暗視用｛整

備・試験｝専用器材は、この分類番号に分類する。  

（含）テストリード・テストリードアタッチメント・通信

機器用試験器具、２以上の大分類に分類される電子機

器用に設計された試験器具 

６６３０ 化学分析用器械 （含）ＰＨメータ、ガス分析器、アルカリ度測定器、色度

計   

（除）ガス探知器、手動ガス警報器、化学薬品、体外診断

用物質及び試薬 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６６３５ 物理的特性試験用機器 （含）非破壊検査器具、放電測定器材、磁気測定器材、工

業用Ｘ線｛機械・フィルム｝、濃度計、硬度計  

（除）技工用計測工具（分類番号５２１０）、検査ゲージ

及び精密測定工具（分類番号５２２０） 

６６３６ 人工気象室及び関連器材 注：  湿度、イマージョン、水分、高空、燃焼、熱衝撃、

砂塵、引火性密閉度に対する器材及び構成品の物理的

破壊の状況又は、実際上の特性の変化を測定するため

に天然現象に模した条件のもとで特殊な試験を実施

するために使用される人工気象室だけを、この分類番

号に分類する。 この分類番号に含まれる人工気象室

は、各種品目の耐用命数や作用に関し、野外における

実際の使用条件下におけるものと等しいデータを得

ることができる。  

（含）チャンバ、風洞、天然現象を模擬するため特殊設計

された構内、ウェザメータ、退色試験器、人工気象室

専用に特殊設計された器材、その構成品  

（除）一般用の簡易組立建造物・チャンバ・パネル、それ

の構成品（分類番号５４１０）、特殊環境条件用｛キ

ット・セット｝（分類番号４２４０）、浴槽（分類番号

４５１０）、炉（分類番号７３１０）、かま（分類番号

３６３０）、ラジオゾンデ基線検査セット（分類番号

６６６０）、潜水者用加圧室（分類番号４２２０）、高

度減圧訓練用チャンバ（分類番号６９３０）、同訓練

装置用チャンバ（分類番号６９３０）、｛点検・試験｝

器材（分類番号６６２５）、化学分析器具（分類番号

６６３０）、｛電気・電子｝特別{測定・試験｝器具（分

類番号６６２５）、気象観測用器具（分類番号６６６

０） 

６６４０ 実験室用器材及びその用品 （含）実験室用ガラス器具、実験室用漏斗、実験室用炉、

グラスビード、実験室用白砂、リトマス紙、濾紙、昆

虫ピン、実験室用ガラスウール、実験室用備品   

（除）この大分類の他の分類番号に分類される器械、歯科

技工用｛機械・器具・備品｝、実験室用度量衡器、体

外診断用物質及び試薬 

６６４５ 時間測定用機械 （含）時計、時間記録装置、タイムレコーダ、タイムスタ

ンプ、時計機械装置 

６６５０ 

 

 

光学器械、試験装置、構成品

及びアクセサリ 

（含）双眼鏡、拡大鏡、顕微鏡、潜望鏡、望遠鏡、｛レン

ズ・プリズム・窓ガラス｝光学部品、光学細工台及び

その関連器具、医療用でない内視鏡及び光ファイバの

選択部品   

（除）光学的射撃管制器械、光学的測量器械、写真測量器

械、八分儀、六分儀、射撃管制装置に組込み式の光学

器械、眼科用器械、電子光学ファイバ試験装置、医療

用内視鏡 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６６５５ ｛地球物理・天文｝学用器械 （含）測地学用器械、海洋学用器械、地震学用器械   

（除）望遠鏡 

６６６０ 気象観測用｛器械・装置｝ （含）気象観測用気球、ラジオゾンデセット、レーダゾン

デセット 

６６６５ 障害検出用｛器械・装置｝ （含）放射線測定器、ガス検知器、地雷探知器   

（除）手動式ガス警報器（分類番号６３５０） 

６６７０ 度量衡器 （含）硬貨作動度量衡器、｛家庭・工業・郵便局・実験室｝

用度量衡器 

６６７５ ｛製図・測量・地図｝用器材 （含）製図｛器材・用具｝、｛土木・建築｝用物差し、水準

器、トランシット、写真測量器材、天体観測儀、水準

棒、平板、測量用高度計、経緯儀   

（除）測量用巻尺 

６６８０ 流量計、ガス流量計、液面計

及び器械的運動計測器械 

（含）浮遊液面計、回転計、速度計、回転量計測｛器械・

装置｝、酸素流量計、エンジン用を含むタコメータ   

（除）複合計器（分類番号６６９５）、気象観測器材（分

類番号６６６０）、自動制御弁（大分類４８） 

６６８５ ｛圧力・温度・湿度｝｛計測・

制御｝用器械 

（含）エンジン用を含む温度計、圧力計、熱電対用補償導

線、抵抗弁   

（除）体温計（分類番号６５１５）、｛自動調温・圧力差動｝

スイッチ（分類番号５９３０）、気象観測器材（分類

番号６６６０） 

６６９５ 複合計器及びその他の器械 （含）流量圧力計、動力計   

（除）医療用器械 
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1大分類 ６７    写真器材  

 

注： 写真器材用として特に設計された電子計算機｛装置・組部品・構成品｝を含む。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６７１０ 映画撮影機 （含）航空地図製作用撮影機   

（除）非航空機搭載用テレビカメラ（分類番号５８２０）、

航空機搭載用テレビカメラ（分類番号５８２１）、ビ

デオカメラ（分類番号５８３６） 

６７２０ カメラ （含）｛航空・地図・マイクロフィルム・写真複製・スタ

ジオ｝用カメラ   

（除）Ｘ線用カメラ（分類番号６５２５）、工業用Ｘ線機

械（分類番号６６３５） 

６７３０ 映写用器材 （含）映写幕、ビューア、写真地図投影機、ビューア焼付

機、マイクロフォーム記憶装置及び検索システム 

６７４０ 写真｛現像・仕上げ｝用器材 （含）修正編集装置、引き伸ばし機、乾燥機、プレッサ、

焼き付け機、水洗機 

６７５０ 写真用品 （含）感光紙、写真用特殊化学薬品、生フィルム、写真用

せん光電球  （除）  Ｘ線フィルム｛医学用（分類番

号６５２５）・工業用（分類番号６６３５）｝、直接静

電気｛印刷・複写｝用電送写真紙（分類番号７５３０） 

６７６０ 写真用｛器具・アクセサリ｝ （含）露出計、三脚、フィルタ、距離計、撮影用投光装置、

レンズ、写真用特殊試験器具   

（除）電球（分類番号６２４０）、せん光用電球（分類番

号６７５０） 

６７７０ 処理済みフィルム （含）｛無音・発声｝映画フィルム、カメラ用フィルム  

（除）Ｘ線フィルム｛医療用（分類番号６５２５）・工業

用（分類番号６６３５）｝、｛訓練・教育｝用フィルム

（分類番号６９１０）、処理済マイクロフィルム（分

類番号７６７０） 

６７８０ 写真用｛セット・キット・ア

ウトフィット｝ 
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1大分類 ６８  化学｛薬品・製品｝ 

 

注： 医薬品を除く化学薬品である元素又は、化合物は、原則として分類番号６８１０に分類し、化学

薬品を水以外の溶媒と配合したもの又は、化学薬品の混合物は、原則として、その用途に基づき分

類番号６８１０以外の分類番号に分類する。 例えば、化合物である化学薬品のＤＤＴは、分類番

号６８１０に分類するが、殺虫剤であるＤＤＴ噴霧液は、分類番号６８４０に分類する。 又、漂

白剤、油虫殺虫剤及び不凍液のように化学名を使用しないで用途による品名を使用するものは、原

則として分類番号６８１０以外の分類番号に、それぞれ用途に基づいて分類するが、これらの素剤

である、次亜塩素酸ナトリウム、エチレングリコール等の化学化合物は、分類番号６８１０に分類

する。 医薬化学品は医薬品及び生物学的医薬品の分類番号６５０５に分類する。 体外診断用｛物

質・試薬｝は体外診断用｛物質・試薬・テストキット・テストセット｝の分類番号６５５０に分類

する。尚、推進用｛燃料・酸化剤｝として専用に設計された液体化学品は、この大分類から除外す

る。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６８１０ 化学薬品 （含）揮発性溶剤、硬水軟化剤｛天然・合成｝なめし剤、

デキストリン、澱粉、非食用ゼラチン、アセトン、誘

導弾専用でない推進化学剤   

（除）医薬品、ガス、鋳物用結合剤、レントゲン写真及び

写真用化学製品、体外診断用補助物品 

６８２０ 染料 （含）家庭用染料 

６８３０ ｛圧縮・液化｝ガス （含）燃料ガス   

（除）特殊化学剤、医療用ガス、空のガスボンベ及びその

キャップ、弁、弁予備品 

６８４０ 

 

防疫用薬剤及び農薬 （含）防虫剤、防カビ剤、殺虫剤、殺鼠剤、除草剤   

（除）個人用防臭剤 

６８５０ その他の特殊化学薬品 （含）防霧剤、防湿剤、石版印刷用腐食剤、石版印刷用補

修剤、不凍液 
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1大分類 ６９  教材及び訓練器材 

 

注： 教材及び訓練器材として特に設計された電子計算機｛装置・組部品・構成品｝は、この大分類に

分類する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

６９１０ 教材 （含）実物大模型、断面模型、縮尺模型、訓練用フィルム、

教材用掛図、航法用教材、航空計器用教材、車両用教

材、エンジン計器用教材、油圧装置用教材、｛断面・

実物大・部分的・模擬｝弾薬、室内教育用正規教材 

（除）  ｛操法・模型・訓練・演習｝｛弾薬・武器｝ 

６９２０ 武器訓練器材 （含）爆撃演習装置、砲術訓練装置、曳航標的、射撃標的、

誘導弾訓練セット  

（除）標的用ドローン、｛訓練・監視・ミサイル評価・写

真・偵察｝用ドローン、教材、｛操法・擬製・訓練・

演習・模擬｝｛弾薬・武器｝ 

６９３０ 操法訓練器材 （含）リンクトレーナ、自動操縦訓練装置、偏流計測訓練

装置、天文航法訓練装置、推測航法訓練装置、｛計器

飛行・着陸｝訓練装置、地勢観測訓練装置、通信・武

器を除くすべての操作訓練器材   

（除）教材 

６９４０ 通信訓練器材 （含）超音波レーダ訓練装置、航法用レーダ訓練装置、｛捜

索・探知｝用レーダ訓練装置、暗号訓練機器   

（除）教材 
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1大分類 ７０  自働データ処理装置（ファームウェアを含む）、

ソフトウェア、消耗品及び維持備品 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

７０１０ 自動データ処理装置構成品 注：  システムとして作動するように連結された一般用

｛アナログ・デジタル・ハイブリッド｝電子又は、電

気機械装置のグループである。 しばしばＡＤＰシス

テムとして引用されるが、システムという用語は明白

ではない。 要求目標を達成するための組部品は、｛中

央処理ユニット構成・入出力必修・付属・アナログ測

定｝装置及びソフトウェア又はファームウェアを含

む。 又、｛小組部品・ユニット｝入出力装置、｛中央

処理・補助的｝装置及びその構成品が一つの組部品又

は、ユニットに組み込まれたものを含む。 特別に設

計された装置が組み込まれていても基本組部品又は

装置の分類に影響を与えるべきものではない。 

７０２０ アナログ自動データ処理中

央処理装置 

注：  アナログは、他の形で実在するものを一つの形に表

現する。 （例えば、管の中で水銀の水平面は、検温

中に温度を表示する。）この小分類には、入力として

の温度・圧力・角度の位置及び電圧の物質的状態の電

気の同等物を受けて、これを操作し計算する中央処理

装置だけを含む。  

７０２１ 

 

 

 

 

 

デジタル自動データ処理中

央処理装置 

注：  デジタルは、事前にコード化された電気衝撃の組み

合わせで不連続の数、記号アルファベット文字による

表現を意味する。 この小分類には、デジタル衝撃電

波で現した情報を受ける中央処理装置だけを含む。 

オペレータの介在なしに記憶装置内のプログラムと

データに対して特に一連の算術演算及び論理演算を

行う能力のある装置を含む。  

７０２２ ハイブリッド自動データ処

理中央処理装置 

注：  ハイブリッドは、分類番号７０２０及び分類番号７

０２１に定義したアナログとデジタルの能力の組合

せを意味し、相互通信に必要な転換能力を持つ。  
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

７０２５ 自動データ処理｛入出力・記

憶｝装置 

注：  中央処理装置から及び中央処理装置への情報を｛制

御・伝送｝するために使用される装置は、この小分類

に分類する。 入力装置は中央処理装置に｛資料・指

示｝を伝送するのに使用され、出力装置は中央処理装

置によって結果又は処理を｛印刷形態・パンチカー

ド・磁気媒体・コンピュータ縮小写真印刷出力｝に伝

送するのに使用される。 入出力装置は同じ装置の中

に上記の二つの機能を結びつけたものである。 この

小分類はプリンタ、ディスプレイユニット、｛磁気・

光・フロッピー｝ディスクドライブユニット、ターミ

ナル、データエントリー装置及びデータ転送ユニット

を含む。 また、光データとファームウェアの保存や

検索のために使用する光コンパクトディスク（ＣＤ）

ドライブ装置を含む。  

７０３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動データ処理ソフトウェ

ア 

注：  ソフトウェアは、中央処理装置に受け入れられる命

令語の連続したものであり、自動データ処理装置を操

作し又は、電子計算機によって処理することができる

形態に資料を収集するために設計されたものである。 

（含）｛ＯＳ・アセンブリ・コンパイラ・通常業務・通訳・

翻訳｝システムプログラム、｛検索・結合｝プログラ

ム及び｛媒介変換・維持診断｝プログラム実用プログ

ラム、｛給与支払名簿・在庫管制・工学分析プログラ

ム｝応用プログラム。  

（除）特別の使用者の要求を満足するための政府仕様のソ

フトウェア、大分類７０以外に分類する自動データ処

理装置の著作権を使用するため設計されたソフトウ

ェア、大分類７６に分類する運用手順書及びプログラ

マの手順書の著作権。  

７０３５ 自動データ処理維持備品                 注：  自動データ処理装置構成品と連結して使用するため

に設計された多様な装置及び関連制御ユニットは、こ

の分類番号に分類する。 しかし自動データ処理装置

の構成品の部品ではない。 磁気テープの｛試験・保

証・掃除｝用備品、ディスクパックの｛試験・保証・

掃除｝用備品、テープの｛巻き戻し・接合・巻枠｝用

備品、カード修理品、汎用の維持備品の完全なユニッ

ト及び構成品（ただし、武器システム管制装置、デジ

タルイメージ処理方式、誘導弾装置、通信装置、航法

装置部品に使用するために特に設計したものではな

い。）、維持制御備品及び構成品（ただし、気流、気圧、

温度又は、他の変数を計器の調節により制御するため

特別設計した作動処理用の自動機械器具を除く。）を

含む。  
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

７０４０ 穿孔カード装置 （含）照合機、穿孔機、図表作成機、確認機、複製機、簡

易穿孔、検索機、翻訳機   

（除）自動データ処理装置と使用するように設計されたカ

ード操作機 

７０４２ ｛ミニ・マイクロ｝コンピュ

ータ制御装置 

（含）コンピュータ技術が制御、監視、測定、指示処理、

装置、機器又はその他の装置に必要な制御機構として

使用される｛ミニ・マイクロ｝コンピュータ   

（除）航空機射撃管制装置、数字制御機械器具、連続制御

印刷装置、運動測定機器、事務情報装置の高次元命令

装置に統合するために使用するように設計された｛ミ

ニ・マイクロ｝コンピュータ制御装置 

７０４５ 自動データ処理用消耗品 注：  自動データ処理用｛テープシールバンド・リール・

リール軸・運搬用容器・小容器｝は、この分類番号に

分類する。 同様に、自働データ処理装置に使用する

ために設計された磁気記録媒体｛磁気テープ・除去可

能なディスクパック・磁気カード・カセット・フロッ

ピーディスク｝に記録されないものを含む。 また、

情報記録装置に使用される光ディスクも含める。  

７０５０ 自動データ処理構成品 注：  ｛アナログ・デジタル・ハイブリッド｝データ処理

装置の一部である自動データ処理構成品のアセンブ

リをこの分類番号に分類する。 他の特殊な分類に分

類することが適切であるものは、この分類番号から除

外する。  
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1大分類 ７１    家 具 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

７１０５ 住居用家具 （含）全金属製オープンスタイルベッドスプリング、折り

畳み椅子、キャンプ用具、｛壁掛け・家具｝式鏡、灰

皿スタンド   

（除）病院用｛ベッド・ベッドスプリング｝、灰皿、マッ

トレス、布張り箱形ベッドスプリング 

７１１０ 事務用家具 （含）ファイリングキャビネット、金庫、郵便局用家具、

学校用家具、黒板   

（除）歯科用Ｘ線フィルム保護用金庫、可視記録装置 

７１２５ キャビネット、ロッカー、ビ

ン及び棚材料 

（含）台所用キャビネット、分類棚   

（除）フートロッカー、ファイリングキャビネット 

７１９５ その他の家具及び取付具 （含）｛石・粘土・コンクリート｝製家具、｛公開堂・劇場｝

用家具、図書館用家具、出納台 
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1大分類 ７２ ｛住居・市販｝用｛調整品・器具｝ 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

７２１０ 住居用調度品 （含）｛繊維・プラスチック・紙・ゴム｝製の住居用調度

品及びその他の材料による住居用調度品、｛シーツ・

枕・毛布・その他｝の寝具用品、虫よけ格子、テーブ

ルクロス、タオル、小型毛布、マットレス、布張り箱

形ベッドスプリング、ベッドスプリング、マットレス

セット   

（除）床敷物、カーテン、ドレープ、紙ナプキン、全金属

製オープンスタイルベッドスプリング 

７２２０ 床敷物 （含）リノリウム、｛ゴム・アスファルト｝タイル、じゅ

うたん、ラグ、ラグ片  

（除）乗り物用床マット 

 

７２３０ 

ドレープ、雨除け・日除け （含）カーテン、｛カーテン・とばり・ブラインド・窓日

除け｝用（特殊金具・取付具） 

７２４０ ｛住居・市販｝用容器 （含）くず缶、じょうろ、衣類籠、家庭用バスケット、繊

維製袋 

７２９０ その他の｛住居・市販｝用｛調

度品・器具｝ 

（含）暖炉セット、花瓶、つぼ、家庭用ミシン 
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1大分類 ７３ ｛調理・配ぜん｝用器材 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

７３１０ ｛調理・製パン・配ぜん｝用

器材 

注：  食品陳列及び配ぜん用｛加温・冷却｝機は、この小

分類に分類する。  

（含）｛固定・可搬｝式｛加温・冷却｝テーブル、料理運

搬車、｛野外・車載｝用パン焼炉、トースタ、ワッフ

ル焼き器、あぶり器、｛航空機・船・鉄道｝用特殊調

理装置、加温装置内蔵の器具、簡易食堂用陳列｛ケー

ス・棚｝、ソーダ水容器、｛牛乳・ソーダ水・アイスク

リーム｝用ディスペンサ、冷凍食品カウンタ、｛加熱

ー冷却｝式配ぜん器、ソーダ水器、簡易食堂・大食堂

の調理場等で使用される配ぜん及び食品陳列用冷凍

機   

（除）料理運搬車以外の運搬車、｛売店・食料品店｝用冷

蔵機器、｛営業・家庭｝用冷蔵庫、理化学用冷凍機器、

噴水水飲器（分類番号７３１０に分類されない品目

は、分類番号４１１０を参照） 

７３２０ 台所用機器 （含）皿洗い機、調理用薄切り機、ミキサ、台所及び食堂

用に特殊設計された他用途運搬車   

（除）流し台、料理運搬車（料理運搬車は分類番号７３１

０を参照） 

７３３０ 台所用具 （含）ポット、鍋、缶切り、おろし金、すりつぶし器、肉

切り包丁、魔法瓶、水差し、配食缶   

（除）加温装置内蔵の器具、ナイフ、フォーク、スプーン 

７３４０ 刃物及び銀食器類 （含）ナイフ、フォーク、スプーン、狩猟用ナイフ 

７３５０ 食器類 （含）陶器及び土器、ガラス製食器、紙製｛皿・コップ｝ 

７３６０ ｛調理・配ぜん｝用｛セット・

キット・アウトフィット・モ

ジュール｝ 
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1大分類 ７４  事務用機械、文書処理システム 

及び視覚記録装置 
 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

７４２０ ｛会計・計算｝機械 （含）｛会計・加算・卓上電子計算｝機械   

（除）穿孔カードシステム機械、一連の指示の内部実行に

より、各種問題に適用でき、特別のタイプライタのキ

ーを打つ機能には制限されないけれども汎用のデー

タ処理言語により制御される機械又は、装置 

７４３０ タイプライタ及び事務型文

書作成機械 

（含）余白、見出し、タブ、センタリング及び関連操作｛電

気・電子｝機能を組み込んだタイプライタ及び事務型

文書作成機械 

（除）自動データ処理装置の構成品として主に使用するた

め設計され使用者がプログラムでき、一連の指示の内

部実行により各種の応用が可能であり、特別のタイプ

ライタのキーを打つ機能には制限されないけれども

汎用のデータ処理言語のある型により制御されるタ

イプライタ及び事務型文書作成機械 

７４３５ 事務用情報システム機器 （含）事務用情報アプリケーションとして使用者にプログ

ラム可能なように設計されたもので、特殊制御された

ミニコンピュータ及びマイクロコンピュータ、接続用

周辺装置、自動反復タイプライタ、文書編集タイプラ

イタ、及びビデオディスプレイ文書編集タイプライタ  

（除）一連の指示の内部実行によって第１に適用されるよ

う設計されている一般用の自動データ処理装置、財務

管理・ロジスティックス・科学通信及び同種のものの

ように様々なアプリケーションを処理するために、特

別のタイプライタのキーを打つ機能には制限されな

いけれども汎用のデータ処理言語のある型により制

御される機械 

７４５０ 事務用｛録音・再生｝装置 （含）口述機械、翻訳機械、複合口述翻訳機械   

（除）通信用｛録音・再生｝機械 

７４６０ 

 

 

 

 

 

視覚記録装置 （含）｛手動・動力｝操作視覚記録装置、｛回転・固定｝式

視覚索引ファイル、ワイヤ、｛バーポケット・カバー

プレート・ストップワイヤ・チャンネルストップ｝特

殊設計された構成品、制御盤、バインダラック統合光

学装置又は、写真印刷を含む縮小写真印刷自動検索方

式のために印刷文書を自動的に蓄積及び検索するた

め設計された装置及びシステム分類番号６７３０を

参照 

７４９０ その他の事務用機械 （含）宛名印刷機、小切手取扱機、硬貨計数機、郵便物の

｛宛名印刷・切手貼り・計量｝をする機械、現金取扱

機   

（除）鉛筆削り、ホッチキス、事務用複写機 
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1大分類 ７５  事務｛用品・用具｝ 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

７５１０ 事務用品 （含）クレヨン、消しゴム、ファイルホルダ、筆記用イン

ク、印刷用インク、ペーパファスナ、鉛筆、ペン｛軸・

先｝、事務用定規、図面用消耗品、粘着テープ   

（除）事務用具、万年筆、画筆、事務用紙、記録用紙、シ

ャープペンシル 

７５２０ 事務｛用具・アクセサリ｝ （含）コピーホルダ、卓上｛万年筆・ペン｝セット、鉛筆

削り、パンチ、事務用針金つづり機、画架・エアブラ

シ等の図画用アクセサリ、計算尺 

７５３０ 事務用紙及び記録用紙 （含）業務用紙、記録簿、測量用計算用紙、電子計算機用

カード 

７５４０ 定型用紙 注：  この分類番号は、補給業務等の参考に資するために

表示しているものである。  
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1大分類 ７６  図書、地図及びその他の刊行物 

 

注： この大分類に属する図書、定型用紙及び地図は、装備品等の類別に関する訓令（昭和３７年防衛

庁訓令第５３号）第２条第２号に基づき類別の対象から除外されているが、補給業務等の参考に資

するために表示しているものである。 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

７６１０ 図書及びパンフレット （除）楽譜、楽譜本、定期刊行物 

７６３０ 新聞及び定期刊行物   

７６４０ 地図、地図帳、図表、地球儀 （除）教材用特殊地図 

７６４１ 航空｛地図・図・測地学製品｝   

７６４２ 海洋｛地図・図・測地学製品｝   

７６４３ 地形｛地図・図・測地学製品｝   

７６４４ デジタル｛地図・図・測地学

製品｝ 

  

７６５０ 図面及び仕様書 （含）連邦、軍、省仕様書 

７６６０ 楽譜及び楽譜本 （除）賛美歌集 

７６７０ 処理済マイクロフィルム   

７６９０ その他の印刷物 （含）見出紙、ポスタ、ラベル   

（除）楽譜、楽譜本 
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1大分類 ７７  楽器、蓄音機及び家庭用ラジオ 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

 ７７１０ 楽 器 注：  完備した楽器だけを、この分類番号に分類し、楽器

に用いられる組部品、単一部品、アタッチメント及び

アクセサリは、この分類番号から除外する。   

（除）蓄音機、ラジオ・テレビジョンセット 

 ７７２０ 楽器用｛部品・アクセサリ｝ （含）楽器用ケース、楽譜台、音叉 

 ７７３０ 家庭用｛蓄音機、ラジオ・テ

レビジョンセット｝ 

注：  完備した家庭用｛蓄音機、ラジオ・テレビジョンセ

ット｝だけを、この分類番号に分類し、これらに用い

られる最終品目、組部品、単一部品、アタッチメント

及びアクセサリは、この分類番号から除外する。  

（含）組合せセット   

（除）ミュージックボックス、｛ワイヤ・テープ｝レコー

ダ 

７７３５ 写真、ラジオ、テレビジョン

セットの部品及びアクセサ

リ 

（含）リモコン受話器   

（除）電池（分類番号６１３５、６１４０）、充電用電池

（分類番号６１３０）、受話器（分類番号５９６５）、

マイクロホーン（分類番号５９６５）、パワー｛アダ

プタ・サプライ｝（分類番号６１３０）及びスピーカ

（分類番号５９６５） 

 ７７４０ レコード （除）教材用レコード 
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1大分類 ７８  ｛娯楽・運動｝用具 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

７８１０ ｛運動・競技｝用品 （含）野球用具、バスケットボール、拳闘グローブ、フェ

ンシング用面、漁業用を除く釣具、ハンドボール、ホ

ッケー用脛あて   

（除）｛運動・競技｝用被服 

７８２０ ゲーム用品 （含）乳母車、チェッカ、人形用車、人形、遊び用カード、

子供用３輪車、手芸キット 

７８３０ ｛娯楽・体育｝用品 （含）滑り台、ブランコ、｛遊園地、射場｝用機器、運動

場用器具、玉突台、体育館用器具 
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1大分類 ７９  掃除｛用品・用具｝ 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

７９１０ 床磨き機及び真空掃除機 （含）｛家庭・工業｝用真空掃除機、じゅうたん用掃除機  

（除）｛自走・トレーラ搭載｝用真空掃除機 

７９２０ ブルーム、ブラシ、モップ及

びスポンジ 

（含）モップ絞り器、小ほうき   

（除）ヘアブラシ、歯ブラシ、｛ペンキ・図画｝用ブラシ 

７９３０ ｛掃除・磨き出し｝用剤 （含）磨き粉、洗い粉、清浄剤、化粧用以外の石鹸、｛自

動車・家具｝用｛つや出し・ワックス｝   

（除）髭剃り用石鹸、化粧石鹸、｛研磨・つや出し｝、金属

仕上げ研磨剤、外科用清浄剤 
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1大分類 ８０  ブラシ、ペイント、密閉剤 

及び接着剤 
 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

８０１０ ペイント、ドープ、ワニス及

び関連製品 

（含）｛水性・油性・ラテックス｝ペイント、ドライヤ、

ペイント下塗剤、ラッカ、ペイントシーラ、着色顔料、

染色液、テレピン油、ペイントリムーバ   

（除）アセトン、木材及び壁面賦形剤 

８０２０ ｛ペイント・図画｝用ブラシ （含）エアブラシ 

８０３０ 防腐剤及び密閉剤 （含）防火剤、防水剤、耐候剤、保革油、粘着防止剤、｛つ

や出し・てんげき｝剤、パテ、木材及び金属賦形剤   

（除）食料用防腐剤 

８０４０ 接着剤 （含）にかわ、ゴムのり、接着セメント 
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1大分類 ８１  容器及び荷造り材料 

 

注： セット、キット、アウトフィット又は、その他個々のものを使用時以外に保護し又は、使用者の

便宜をはかる目的をもって、収容専用に設計されたケース、箱、袋等の容器は、その中に収納する

ものと同一の分類番号に分類する。 ただし、ケース、箱、袋等の容器であっても輸送用のもので

ある場合は、大分類８１に分類する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

８１０５ 袋及びサック （含）｛輸送・保護｝用袋、｛袋・サック｝用当て物、｛繊

維・紙｝成層輸送袋、｛袋・サック｝用口締め具 

８１１０ ドラム及び缶 （含）たる、小たる、｛輸送・貯蔵｝用おけ、チューブ、

｛郵便・ファイル｝用チューブ、｛ドラム・缶｝口金 

８１１５ 箱、ボール箱及び木枠 （含）靴箱、ビール箱、丸薬容器、ピアノケース、エンジ

ン収納箱、爆撃照準器用箱   

（除）主として｛輸送・貯蔵・弾薬輸送｝用として設計さ

れた特殊｛箱・包装・容器｝、航空機・自動車・船舶・

地上通信機器の構成品としての｛輸送・貯蔵｝容器の

特殊機器として特に設計された再生可能な容器 

８１２０ ｛商業・工業｝用ガスボンベ 注：  ｛商業・工業｝用ガスボンベ並びにそれらのキャッ

プ、弁及び弁予備品は、この分類番号に分類する。  

（除）充填ガスボンベ並びに｛移動・固定｝式両方のガス

質及び液体ガス質の配分装置に関連した品目。 固定

式ガス配分装置のすべての構成品は、設計された最終

器材との適用及び機能によって分類する。  

８１２５ 瓶及びつぼ （含）輸送用｛広口瓶・かご入りガラス瓶｝、アンプル 

８１３０ リール及び糸巻き   

８１３５ 

 

 

 

 

 

包装材料 （含）包装用紙、防湿用紙、木毛、梱包用詰め物、ひだつ

き紙、梱包用｛帯鉄・バンド｝、荷札、のり付き紙テ

ープ、当て物、ライナ、包装用詰め物、梱包用針金、

アルミニュウム箔   

（除）接着剤、食料｛処理・加工｝用以外のアルミニュウ

ム箔 
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分類番号     分   類   名   称             摘            要 

８１４０ 弾薬｛箱・包装材・特殊容器｝ 注： ｛火薬・爆薬・特殊化学剤｝の｛貯蔵・取扱い輸送｝

専用に設計された｛特殊容器・取付品｝だけを、この

分類番号に分類する。  

（含）｛誘導弾・主誘導弾部分・誘導弾弾頭部・その他の

誘導弾の構成品｝用に特殊設計された｛輸送・貯蔵｝

容器   

（除）｛一般容器・航空機・自動車・船舶・地上通信器｝

の構成品として特殊設計された再生可能な｛輸送・貯

蔵｝容器 

８１４５ 特殊｛輸送・貯蔵｝容器 注：  特殊機器の｛輸送・貯蔵｝用として特殊設計された、

｛再生・再修理｝可能な容器（例えば、航空機、自動

車、船舶、地上通信機器等の構成品としての｛輸送・

貯蔵｝容器）だけを、この分類番号に分類する。  

（含）この分類番号の範囲に属する特殊｛輸送・貯蔵｝容

器（どこにも分類されないもの。）で特殊設計された

構成品   

（除）一般容器、弾薬用に特殊設計された容器、他の分類

番号に特に分類されているものはこの分類番号から

除外する。  
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1 大分類 ８３  繊維、皮革、毛皮、｛衣服、靴｝

用付属品、天幕及び旗 
 
小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

８３０５ 織 物 注：  織物だけを、この小分類に分類する。 特定の用途

に用いるために裁断又は、成形したものは、この小分

類から除外し、仕立品と同一の小分類に分類するか又

は、その他の適切な小分類に分類する。  

（含）キャンバス、プラスチック繊維、フェルト、｛プラ

スチック・繊維｝製ネット、オイルクロス、繊維くず 

（除）じゅうたん 

８３１０ 原糸及びより糸   

８３１５ 小間物及び衣料材料 （含）ボタン、安全ピン、針、肩台、刺繍用小間物、｛刺

繍・手芸｝用なつ（捺）染小間物、ヘアネット、裁縫

用キット   

（除）原糸、より糸、一般用バックル 

８３２０ ｛当て物・詰め物｝用材料 （含）加工済み｛羽根・羽毛｝、加工済みスペインごけ、

｛当て物・詰め物｝用綿、カポック   

（除）未加工｛羽根・羽毛｝ 

８３２５ 毛 皮 注：  毛皮だけを、この小分類に分類する。 特定の用途

に用いるため裁断又は、成形したものは、この小分類

から除外し、仕立品と同一の小分類に分類するか又

は、その他の適切な分類番号に分類する。  

８３３０ 皮 革 （含）外衣用皮、パテント皮、手袋用皮、靴用皮、室内装

飾品用皮革、工業用皮革   

（除）ベルト類、靴用材料 

８３３５ 靴用材料及び靴底材 （含）かかと皮、靴紐、靴型、靴底型、靴飾り用｛バック

ル・ちょう結び｝ 

８３４０ 天幕及び防水布 注：  特定の装置専用に設計されたカバーは、この小分類

から除外し、当該特定の装置と同一の小分類に分類す

る又は、その他の適切な小分類に分類する。  

（含）天幕ピン、天幕支柱、永久設備用以外の織物製・非

織物製の一般用カバー 

８３４５ 旗及びペナント （含）信号旗ざお、信号板、旗ざお用雑品、速度標、旗ざ

お用ベルト、手旗信号旗 
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1大分類 ８４  被服、個人装具及び記章 

 

注： 男女いずれにも用いられる被服は、該当する男子用の小分類に分類する。 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

 ８４０５ 男子用外衣 （含）｛自衛官・その他の職員｝用制服、一般用外衣、帽

子、作業服（安全用でない一般用）、シャツ、ズボン、

コート   

（除）特殊被服のように、この分類番号外の小分類に分類

することが適切なもの、｛スチール・プラスチック｝

製ヘルメット、安全被服、手袋、履物 

 ８４１０ 女子用外衣 （含）｛自衛官・その他の職員｝用制服、一般用外衣、帽

子、作業服（安全用でない一般用）、シャツ、スカー

ト、ブラウス   

（除）特殊被服のように、この分類番号外の小分類に分類

することが適切なもの、｛スチール・プラスチック｝

製ヘルメット、安全被服、手袋、履物 

 ８４１５ 特殊被服 注：  一般の冬、夏及び合いの航空被服一式とその構成品

を、この分類番号に分類し、特殊の｛耐水・対Ｇ・部

分圧・全圧｝用航空被服とその構成品は、この分類番

号から除外する。  

（含）防弾用を除いたヘルメットを含む特殊かぶりもの、

｛安全・防護｝被服、運動用被服、｛安全・戦闘・防

護・作業｝用手袋、潜水艦デッキ用耐水被服、特殊及

び普通の両用に設計された航空被服構成品   

（除）｛運動・競技｝用手袋、競技用履物、安全用履物、

個人装甲具、病院用特殊被服、防弾及び普通の両用の

機能があるが一般用として用いるものはこの分類番

号に含む。  

 ８４２０ 男子用｛下着・寝間着｝   

 ８４２５ 女子用｛下着・寝間着｝ （含）コルセット、ガードル 

 ８４３０ 男子用履物 （含）ゴム履物、競技用履物、安全用履物、潜水艦デッキ

用耐水履物 

 ８４３５ 女子用履物 （含）ゴム履物、競技用履物、安全用履物 

 



103 

 

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

 ８４４０ 男子用｛靴下類・手袋・被服

アクセサリ｝ 

（含）ハンカチーフ、サスペンダ、ガータ、ベルト、正装

用手袋、安全用以外に用いる脚はん 

 ８４４５ 女子用｛靴下類・手袋・被服

アクセサリ｝ 

（含）ハンカチーフ、サスペンダ、ガータ、ベルト、正装

用手袋、安全用以外に用いる脚はん 

 ８４５０ ｛子供・幼児｝用｛衣服・ア

クセサリ｝ 

（含）履物、上着、帽子、手袋、下着、寝間着 

 ８４５５ バッチ及び記章 注：  個人着用のものだけを、この小分類に分類する。 

（除）個人着用以外の記章 

 ８４６０ トランク類 （含）靴箱、革鞄、トランク、スーツケース   

（除）衣のう、野外携帯袋 

 ８４６５ 個人装具 （含）野外携帯袋、衣のう、弾薬帯、拳銃帯、手錠、パッ

クボード、スリーピングバック、ナップサック、ハイ

カーパック、サングラス、スキー、雪靴、サーベル、

儀礼刀  

（除）洗面用具、携帯用食器セット、繊維製袋 

 ８４７０ 個人用装甲具 （含） 個人用装甲具として特殊設計された被服   

（除） 二次的機能として防弾性を持つすべての特殊航空

被服及びアクセサリ、防弾以外に主たる目的を持つ

特殊被服 

 ８４７５ 特殊航空被服及びアクセサ

リ 

（含）特殊の｛耐水・対Ｇ・部分圧・全圧｝用被服とその

構成品、与圧式防護ヘルメット、バイザ、耳用音響減

少装置   

（除）特殊以外の冬、夏及び合いの航空被服と構成品、特

殊及び普通の両用に設計された航空被服構成品 

 



104 

1大分類 ８５    化粧品類 

  

注： 薬事法で医薬部外品と規定している化粧品類は、この大分類から除外する。 医薬部外品である

化粧品類は、分類番号６５０８を参照 

 

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

８５１０ 香水、化粧水及びパウダ （含）コロン水、化粧品、臭気止め、脱毛剤、化粧水、 

８５２０ 化粧石鹸、ひげ剃りクリーム

及び歯磨き剤 

（含）練り歯磨き、ひげ剃り用石鹸   

（除）医薬部外品である石鹸 

８５３０ 化粧用具 （含）ヘアブラシ、つめブラシ、つめヤスリ、歯ブラシ、

｛マニキュア・ペディキュア｝用具、剃刀、替え刃   

（除）歯掃除用フロス 

８５４０ 化粧用紙製品 （含）顔拭き紙、紙製｛トイレットシートカバー・トイレ

ットペーパ・ペーパナプキン｝   

（除）タオル供給容器、紙製｛皿・カップ｝ 
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1大分類 ８７    農業用品 

  

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

８７１０ 飼料及び飼料 （含）乾草、人工飼料、わら、動物用動物性飼料 

８７２０ 肥 料 （含）｛天然・合成｝肥料、たい肥、下肥 

８７３０ 種子及び苗床 （含）切り花 
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1大分類 ８８    生き物 

  

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

 ８８１０ 食用生き物  

 ８８２０ 非食用生き物  
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1大分類 ８９    食 糧 

 

注： 食じ療法用として特に調理又は、製造された食料品は、分類番号８９４０に分類する。 なお、

これと同じ品名を有するものであっても食餌療法用食品以外の食料品は、分類番号８９４０以外の

分類番号に分類する。 

  

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

８９０５ 食肉、家きん及び魚 （含）猟鳥、貝類、ソーセージケーシング 

８９１０ 乳製品及び卵 （含）アイスクリーム、冷凍カスタード、アイスクリーム

ミックス、レンネット、牛乳シャーベット、氷菓子 

８９１５ 果物及び野菜 （含）いり豆、ジュース 

８９２０ パン及び穀物 （含）パン粉、清粉、精麦、マカロニ 

８９２５ 砂糖、菓子及び堅果 （含）キャンデー、チューインガム、蜂蜜、メープルシロ

ップ 

８９３０ ジャム、ゼリー及びプリザー

ブ 

  

８９３５ スープ類   

８９４０ 特殊｛食料品・加工品｝ （含）幼児食、ポテトチップ、｛パイ・ケーキ｝用調合済

み詰め物 

８９４５ 食用油脂   

８９５０ 調味料類 （含）サラダ用白ソース、香辛料、薬味、調味料、イース

ト、オリーブ 

８９５５ コーヒー、茶及びココア （含）ポスタム、マテ茶、チコリ 

８９６０ 非アルコール飲料 （含）ソフトドリンク、氷 

８９６５ アルコール飲料 （含）ビール、ウイスキ、ワイン、リキュール酒   

（除）医療用｛ブランデ・ウイスキ・ワイン｝ 

８９７０ 詰合せ食糧品 （含）｛缶入・非常｝用糧食、ＣＡＲＥ食料 

８９７５ タバコ （含）嗅ぎタバコ、葉巻、紙巻きタバコ 
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1大分類 ９１  燃料、潤滑油、油脂及びワックス 

  

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

９１１０ 固形燃料 （含）携行糧食加熱用錠剤、まき、木炭、練炭、コークス 

（除）泥炭 

９１３０ 石油を基剤とする液体推進

剤及び燃料 

注：  ５０％以上の石油を基剤とする液体の推進剤は、こ

の分類番号に分類する。  

（含）各種航空機用ガソリン、｛ＪＰ－１・ＪＰ－３・Ｊ

Ｐ－４・ＪＰ－５｝ジェット燃料、｛戦闘用車両・自

動車｝用ガソリン、容器入りを除く液体推進燃料、使

用量及び品質の決まっている反復使用可能な容器入

りの液体推進剤   

（除）固体推進剤、誘導弾の推進装置に完成部品として挿

入する消耗性容器入りの液体推進剤 

９１３５ 化学薬品を基剤とする液体

推進燃料及び酸化剤 

注：  ５０％以上の化学薬剤を基剤とする液体推進剤は、

この分類番号に分類する。  

（含）推進燃料としてだけ使用する液体化学薬品、容器入

りを除く液体推進剤、使用量及び品質の決まっている

反復使用可能な容器入りの液体推進剤   

（除）多用途の化学薬品（例えば、工業用｛窒素・アンモ

ニア・フルフリルアルコール・アニリン｝等）固体推

進剤、誘導弾推進装置の完成部品として挿入する消耗

性容器入りの液体推進剤 

９１４０ 燃料油 （含）バーナ用軽油、ディーゼル燃料油、ケロシン、米軍

仕様の残油、｛特級・ヘビイ級｝タービン船推進燃料、

米国連邦仕様のバーナ重油、バンガ重油、その他のボ

イラ用劣質燃料油、灯油 

９１５０ ｛切削・潤滑・油圧｝用｛油・

グリース｝ 

（含）｛米国・日本｝薬局方に収載されていないワセリン 

（除）防せい剤、焼付け防止剤、｛米国・日本｝薬局方収

載のワセリン 

９１６０ その他のワックス、油及び脂

肪 

（含）｛動物・植物・鉱物｝性ワックス、羊毛ろう(ラノリ

ン）、牛脂、魚油、やし油、石鹸用原料油、米国薬局

方、米国国民医薬品集、日本薬局方に収載されていな

い植物性揮発油  

（除）食用油脂、｛家具・自動車｝用ワックス 
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1大分類 ９３   非金属加工材料 

  

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

９３１０ 紙及び厚紙 （含）図書用紙、新聞用紙、ボール紙、紙製原材料   

（除）段ボール紙、包装紙、建築用ボード、絶縁用ボード、

文房具、建築用紙、紙タオル、化粧紙、ノート、紙製

容器、荷札及び識別票 

９３２０ ゴム製材料 （含）｛天然・合成｝ゴム一次製品（例えば、ゴムシート

建築用成形ゴム及びゴム片） 

９３３０ プラスチック製材料 （含）アセテートセルローズ、その他のプラスチック｛棒・

板・帯板｝   

（除）光ファイバケーブル 

９３４０ ガラス製材料 （含）ガラス｛棒・管｝、未加工の光学ガラス   

（除）がいし（分類番号５９７０）、未加工の眼科用ガラ

ス（分類番号６５４０）、光ファイバケーブル（分類

番号６０１５、６６１５） 

９３５０ ｛耐火・耐火表張り｝材料   

９３９０ その他の非金属製材料 （含）コルク一次製品、アスベスト一次製品、一次加工済

み雲母、一次加工済み｛科学・工業｝用鉱石、窯業用

品、腸線、植物用ブラシ毛、砂糖きびしぼりかす 
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1大分類 ９４   非金属粗製材料 

  

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

９４１０ 植物性粗製材料 （含）調味原材料、草木を精製した薬品原材料、香科原材

料、未加工のたばこ 

９４２０ ｛植物・動物・合成｝繊維製

品 

（含）綿花、羊毛、生糸、馬毛｛レーヨン・ナイロン｝繊 

  維 

９４３０ その他の動物性粗製材料｛非

食用｝ 

（含）未加工の｛羽根・羽毛｝、象牙、剛毛、未加工の｛獣

皮・毛皮｝ 

９４４０ その他の農林産粗製材料 （含）精製しない穀物、砂糖きび、天然ゴム 

９４５０ 繊維くずを除く非鉄金属ス

クラップ 
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1大分類 ９５  金属｛棒・板・形状｝ 

  

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

９５０５ 非電気式ワイヤ （含）ワイヤは細い部分、柔軟性のある、連続する金属の

長さ、円の断面   

（除）電気｛抵抗性又は、伝導性率（分類番号６１４５）｝ 

９５１０ バー及びロット （含）バー（｛長方形・円形の・六角形｝の鍛造物か熱間

圧延によって生産された又は、簡単な一定の断面図の

金属によって生産された細長い断片）及びロッド（次

元パラメタによって微分される項目名前定義で記載

された薄い丸い金属棒）   

（除）マックバー（分類番号９６４０）、ワイヤ用ロット

（分類番号９６４０）、シートバー（分類番号９６４

０）、ネジロット（分類番号５３０６）、溝付ロット（分

類番号５３４０） 

９５１５ 板、シート、帯板、箔及びバ

ネ板 

注： 一般的な金属ロールにすべて類似している品目は、

この小分類に適用されており、その違いは、品目名定

義の寸法パラメタにより適用されている。  

（含）｛装甲鋼・黒皮鋼・床用鋼・穴あき｝板   

（除）梱包用｛帯鉄・バンド｝（分類番号８１３５）、｛補

修・取付・Ｔ｝板（分類番号５３４０） 

９５２０ 製造用形鋼 注： この品目は通常建物、橋、工事、Ⅰ形梁、山形鋼等

に使用される品目は、この小分類に分類される。  

（含）７５ｍｍ以下の棒鋼、金属製くい、山形鋼、溝形鋼

等   

（除）板、シート及び帯板素材 

９５２５ 電気用以外の非鉄金属線 （除）一定の電気抵抗率又は、導電率を有する針金 

９５３０ 非鉄金属製｛棒・延棒｝   

９５３５ 非鉄金属製｛厚板・薄板・帯

板・箔｝ 

（含）薄葉、穴あき板   

（除）食糧｛処理・加工｝用アルミニュウム箔 

９５４０ 非鉄金属製形材 （含）｛山・溝・Ｔ・Ｚ・｝形材 

９５４５ 貴金属製｛厚板・薄板・延板・

箔・線｝ 

（含）棒、薄葉、リボン、延棒、管   

（除）歯科用貴金属 
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1大分類 ９６  鉱石、鉱物及びその一次製品 

  

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

９６１０ 鉱 石 注： 鉱石は自然的に発生する物質で調達可能で経済的貴

重な鉱物である。  

（含）ボーキサイト、鉄鋼石、鉛鉱石、貴金属鉱石、亜鉛

鉱石 

９６２０ ｛天然・人工｝鉱物 注： 鉱物等は自然的に発生する物質の化学配合特性によ 

り化学式で表される。  

（含）粘土、その他の土類、雲母、アスベスト、原油、黒

鉛   

（除）砂利（分類番号５６１０）、砂（分類番号５６１０）、

研磨材（分類番号５３５０）、耐火性粘土（分類番号

９３５０） 

９６３０ 添加金属材料 注： 添加物合金材料それらは金属に化合し、特性の要求

に応じて改良する（例えば、鉛をスチールに化合し機

械加工性に改良する） 

（含）添加物合金（アルミ、アンチモン、銅及びその他） 

（除）燃料抑制添加物（分類番号６８５０） 

９６４０ ｛鉄・鋼｝製｛一次製品・半

製品｝ 

注： 主要生産等は精製品・半製品のインゴット、銑鉄を

要する精製使用することができる。 ほぼ未完成品目

等は主要生産を生産過程の最終使用可状態で精製し

ている。  

（含）インゴット、銑鉄、ビレット、ブルーム、マックバ

ー、ワイヤ用ロット、シートバー、スケルプ、丸鋼管 

９６５０ 非鉄金属製｛精製品・半製品｝ 注： 精製製品等は精製品・半製品のイゴット、金属塊を

要する精製使用することができる。 中間物製品等は

主要生産を生産過程の最終使用可状態で精製してい

る。  

（含）インゴット、スラブ 

９６６０ 貴金属一次製品 注： 一次製品精製品・半製品のインゴット、銑鉄を要す

る精製使用することができ又、貴金属を生産する。  

（含）ビュレット、インゴット 

９６７０ ｛鉄・鋼｝くず   

９６８０ 非鉄金属くず   
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1大分類 ９９   その他のもの 

  

小分類                                                    

分類番号     分   類   名   称             摘            要 

９９０５ 標識及び広告用品 （含）電気標識、看板、陳列台、マネキン及びその他の陳

列模型、電気標識を除く標識、個人用を除く一般用識

別｛タグ・ブランク｝、特定用の各種｛看板・タグ｝ 

９９１０ 宝石 （含）宝石材料、宝石片、服装用宝石、天然宝石及び装飾

用石片   

（除）腕時計、置時計、食卓用器具、科学的器材、トイレ

用物品、喫煙具、工業用ダイヤ 

９９１５ 収集家や歴史に関する品目 （含）古美術品、先史時代の素朴な古器物、硬貨、切手、

珍本、美術製作品、収集家や歴史に関する宝石、カッ

トされた硬貨な石及び宝石、天然の先史時代の品目 

９９２０ 喫煙用具及びマッチ （含）ライター、ライター油、パイプ掃除用品、灰皿、た

ばこ喫煙具、たばこ巻紙   

（除）特定の機器専用に設計された灰皿及びライター 

９９２５ 宗教用｛器具・調度品・用品｝ （含）衣服、祭壇、 

９９３０ 記念碑及び｛墓地・埋葬｝用

品 

（含）墓石、埋葬室、骨つぼ、小箱、棺桶、葬儀用品、記

念碑、棺桶輸送用ケース   

（除）霊柩車、死体冷凍庫 

９９９９ その他の品目               注：  この分類区分表において、分類番号９９９９を除く

いずれの分類番号にも分類先のない品目だけを、この

分類番号に分類する。  

 

 

 

 

 

  


