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大分類11 食品、飲料、タバコ製品(生の農産物を除く）
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

大分類11 食品、飲料、タバコ製品(生の農産物を除
く）

Food, beverage, and tobacco products,
except raw farm products

中分類111 将来の消費のために購入した食品及び飲料及び関連製品
Food and beverages purchased for future consumption,
and related products

小分類11101 将来の消費のために購入した飲食物 Food and beverages purchased for future consumption

  1110101 肉製品 Meat products

    111010101 肉と枝肉、全体と半分、新鮮で冷凍 Meat carcasses, whole and half, fresh and frozen

      11101010101 牛肉、子牛肉（生鮮・冷凍の全枝肉、半丸枝肉） Beef and veal, fresh and frozen whole carcass and half carcass

2000025000 牛肉（生鮮・冷凍の全枝肉、半丸枝肉）（缶詰・ソーセージで
ない）の製造

Manufacturing of beef, fresh and frozen whole carcass and half carcass,
not canned or made into sausage 9 食料品製造業

2000050000 子牛肉（生鮮・冷凍の全枝肉、半丸枝肉）（缶詰・ソーセージ
でない）の製造

Manufacturing of veal, fresh and frozen whole carcass and half carcass,
not canned or made into sausage 9 食料品製造業

      11101010102 2000075000 豚肉（生鮮・冷凍の全枝肉、半丸枝肉）（缶詰・ソーセージで
ない）

Pork, fresh and frozen whole carcass and half carcass, not canned or
made into sausage 9 食料品製造業

      11101010103 2000100000 その他の肉（生鮮・冷凍の全枝肉、半丸枝肉） Other meat, fresh and frozen whole carcass and half carcass 9 食料品製造業

    111010102 肉、生及び冷凍カット Meats, fresh and frozen cuts

      11101010201 牛肉、子牛肉（生鮮・冷凍の切り身） Beef and veal, fresh and frozen cuts

2000125000 缶詰・ソーセージでない牛肉（生鮮・冷凍の各種食肉《食用臓
器》）の製造

Manufacturing of beef, fresh and frozen variety meats (edible organs),
not canned or made into sausage 9 食料品製造業

2000150000
缶詰・ソーセージでない牛肉（生鮮・冷凍のプライマルカッ
ト、サブプライマルカット《箱詰めされた製品》、骨なし肉）
の製造

Manufacturing of beef, fresh and frozen primal cuts, subprimal cuts
(boxed beef), boneless, and corned beef, not canned or made into
sausage

9 食料品製造業

2000175000 缶詰・ソーセージでない子牛肉の製造 Manufacturing of veal, not canned or made into sausage 9 食料品製造業

2000175003
缶詰・ソーセージでない子牛肉（生鮮・冷凍のプライマルカッ
ト、サブプライマルカット《箱詰めされた製品》、骨なし肉）
の製造

Manufacturing of veal, fresh and frozen primal, subprimal, fabricated
cuts, and boneless, not canned or made into sausage 9 食料品製造業

2000175006 缶詰・ソーセージでない子牛肉（生鮮・冷凍の、臓物を含むそ
の他食肉）の製造

Manufacturing of veal, other fresh and frozen edible meats (including
edible organs), not canned or made into sausage 9 食料品製造業

      11101010202 2000200000 豚肉（生鮮・冷凍の切り身） Pork, fresh and frozen cuts 9 食料品製造業

2000200003 缶詰・ソーセージでない豚肉（生鮮・冷凍のプライマルカッ
ト、《トリミングを含む》加工カット）の製造

Manufacturing of pork, fresh and frozen primal and fabricated cuts
(including trimmings), not canned or made into sausage 9 食料品製造業

2000200006 缶詰・ソーセージでない豚肉（生鮮・冷凍のばら肉《臓も
つ》）の製造

Manufacturing of pork, fresh and frozen variety meats (edible organs),
not canned or made into sausage 9 食料品製造業

      11101010203 家禽肉 Poultry and fowl

2000225000 （通常20週以下の）若鶏肉（バルク、冷蔵、冷凍、ホール、各
部位を含む）の製造

Manufacturing of young chickens (usually under 20 weeks of age),
including bulk, chilled, frozen, whole, and parts 9 食料品製造業

2000250000 雌鳥、家禽肉（冷凍、ホール、各部位を含む）の製造 Manufacturing of hens and fowl, including frozen, whole, and parts 9 食料品製造業

2000275000 七面鳥の肉（冷凍、ホール、各部位を含む）の製造 Manufacturing of turkeys, including frozen, whole, and parts 9 食料品製造業

2000300000 その他の家禽肉、狩猟肉（冷凍、ホール、各部位を含む）の製
造

Manufacturing of other poultry and small game, including frozen,
whole, and parts 9 食料品製造業

      11101010204 2000325000 その他の肉（生鮮・冷凍の切り身） Other meat, fresh and frozen cuts 9 食料品製造業

2000325003 缶詰・ソーセージでないラム肉、マトン肉（生鮮・冷凍のプラ
イマルカットとその他食肉）の製造

Manufacturing of lamb and mutton, fresh and frozen primal cuts and all
other edible meats, not canned or made into sausage 9 食料品製造業

2000325006 その他の生鮮・冷凍肉（食用馬肉を含む）の製造
Manufacturing of other fresh and frozen meats, including horsemeat for
human consumption 9 食料品製造業

      11101010300 加工肉 Processed meat

      11101010301 2000350000 加工家禽肉 Processed poultry 9 食料品製造業

      11101010302 その他の加工肉 Other processed meat

2000375000 缶詰・ソーセージでない、加工あるいは保存処理された豚肉の
製造

Manufacturing of pork, processed or cured, not canned or made into
sausage 9 食料品製造業

2000375003 甘酢漬けあるいは乾燥保存処理された豚肉の製造（燻製、調理
加工、缶詰・ソーセージの豚肉を除く）

Manufacturing of pork, sweet-pickled or dry-cured (excluding smoked,
cooked, canned, or pork made into sausage) 9 食料品製造業

2000375006 缶詰・ソーセージでない、塩干の豚肉の製造 Manufacturing of pork, dry salt, not canned or made into sausage 9 食料品製造業

2000375009 缶詰をのぞく豚肉（燻製ハム、ウデ肉）の製造 Manufacturing of pork, smoked hams and picnics, excluding canned 9 食料品製造業

2000375012 豚肉（燻製ベーコンの塊肉）の製造 Manufacturing of pork, smoked slab bacon 9 食料品製造業

2000375015 豚肉（スライスした燻製ベーコン）の製造 Manufacturing of pork, smoked sliced bacon 9 食料品製造業

2000375018 缶詰・ソーセージでない豚肉（その他の燻製肉）の製造
Manufacturing of pork, other smoked meats, not canned or made into
sausage 9 食料品製造業

2000375021 豚肉（缶詰・ソーセージを除く、加熱ハム、バーベキューポー
ク、その他調理加工肉）の製造

Manufacturing of pork, boiled ham, barbecue pork, and other cooked
meats, excluding canned meats and sausage 9 食料品製造業

2000400000 缶詰をのぞく、ソーセージおよび類似品の製造 Manufacturing of sausage and similar products, excluding canned 9 食料品製造業

2000400003 缶詰をのぞく、生鮮ソーセージ（ポークソーセージ、ブレック
ファストリンク等）の製造

Manufacturing of sausage, fresh (pork sausage, breakfast links, etc ),
excluding canned 9 食料品製造業
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大分類11 食品、飲料、タバコ製品(生の農産物を除く）
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2000400006
ソーセージ（乾燥、或いはサラミ、セルベラ、ビーフジャー
キー、ペパロニ、サマーソーセージ、ポークロール等の準乾燥
のもの）の製造

Manufacturing of sausage, dry or semidry (salami, cervelat, beef jerky,
pepperoni, summer sausage, pork roll, etc ) 9 食料品製造業

2000400009 缶詰でないフランクフルトソーセージ（ウインナーを含む）の
製造

Manufacturing of frankfurters, including wieners, excluding canned 9 食料品製造業

2000400012 缶詰でないその他の燻製・調理済みソーセージ（ボローニャ、
レバーヴルスト、キルバサ等）

Manufacturing of other sausage, smoked or cooked (bologna,
liverwurst, Polish sausage, etc ), excluding canned 9 食料品製造業

2000400015
缶詰でないゼリー寄せおよび類似製品（ヘッドチーズソーセー
ジ、ミートローフ、スクラップル、プディング、チリコンカー
ン等）

Manufacturing of jellied goods and similar preparations (headcheese,
meat loaves, scrapple, puddings, chili con carne, etc ), excluding canned 9 食料品製造業

2000425000 缶詰肉の製造（犬用、猫用、ベビーフードでない） Manufacturing of canned meats (excluding dog, cat, and baby food) 9 食料品製造業

2000430000 腸詰（牛、豚等）の製造 Manufacturing of natural sausage casings (beef, hog, etc ) 9 食料品製造業

2000435000 食用コラーゲン物質を用いた腸詰の製造 Manufacturing of edible collagen sausage casings 9 食料品製造業

2000450000 箱入り肉（牛肉、豚肉、ラム肉等）の製造 Manufacturing of boxed meat (beef, pork, lamb, etc ) 9 食料品製造業

2000475000 冷凍ハンバーグパティ、カロリー制限肉、豚皮のスナック、そ
の他の加工・冷凍・調理済み肉製品の製造

Manufacturing of frozen ground meat patties, portion control meats,
pork rind pellets (including pork cracklings), and other processed,
frozen, or cooked meats

9 食料品製造業

  1110102 調理・加工された魚、その他の水産加工品 Prepared and processed fish and other seafood products

    111010201 調理・加工された魚、その他の水産加工品 Prepared and processed fish and other seafood products

      11101020101 調理・加工された魚、その他の水産加工品 Prepared and processed fish and other seafood products

2000500000 調理済み生鮮魚介類（生鮮のすり身とすり身製品、魚卵、イカ
を含む）の製造

Manufacturing of prｄepared fresh seafood (including fresh surimi and
surimi-based products, roe, and squid) 9 食料品製造業

2000525000 調理済みの冷凍魚の製造 Manufacturing of prepared frozen fish 9 食料品製造業

2000550000 調理済みの冷凍貝の製造 Manufacturing of prepared frozen shellfish 9 食料品製造業

2000575000
調理済みのその他冷凍魚介類（冷凍のすり身とすり身製品、
スープ、シチュー、チャウダー、パイ、かまぼこ、かにかまぼ
こ、えびかまぼこ等）の製造

Manufacturing of other prepared frozen seafood, including frozen
surimi and surimi-based products, soups, stews, chowders, pies,
fishcakes, crabcakes, shrimpcakes, etc

9 食料品製造業

2000600000 缶詰魚介類（スープ、シチュー、チャウダーを含む）、燻製、
塩漬け、その他の保存処理済魚介類の製造

Manufacturing of canned seafood (including soups, stews, and
chowders); smoked, salted, and other cured seafood 9 食料品製造業

  1110103 乳製品及び乳製品代替品 Dairy products and dairy product substitutes

    111010301 乳製品及び乳製品代替品 Dairy products and dairy product substitutes

      11101030101 乾燥乳製品、乳混合品 Dry milk products and mixtures

2000625000
バルク（3ポンド以上）で出荷される食用（ベーカリー用、菓子
製造用、精肉業用）の乾燥・調整乾燥ホエイ製品（乾燥乳糖を
含む）の製造

Manufacturing of dry and modified dry whey products (including dry
lactose), food grade (bakeries, confectioners, meat packers, etc ),
shipped in bulk (more than 3 lb)

9 食料品製造業

2000650000
バルク（3ポンド以上）で出荷される飼料用の粉ミルク製品と
ミックス（粉ミルク、乾燥バターミルク、乾燥ホエイ等）の製
造

Manufacturing of dry milk products and mixtures (dry milk, dry
buttermilk, dry whey, etc ), feed grade, shipped in bulk (more than 3 lb) 9 食料品製造業

2000675000
一般消費者向けサイズ（3ポンド以下）で出荷される粉ミルク、
無脂肪乳、乳児用ミルク、その他タイプ（ダイエット食品、全
乳粉、麦芽乳粉等）の製造

Manufacturing of dry milk, nonfat, infants' formula, and other types
(weight control products, whole milk powder, malted milk powder,
etc ), shipped in consumer-type packages (3 lb or less)

9 食料品製造業

2000700000
バルク（3ポンド以上）で出荷される食用（ベーカリー用、菓子
製造用、精肉業者用）の粉ミルク（全乳粉、無脂肪粉乳、その
他）の製造

Manufacturing of dry milk (whole, nonfat, and other), food grade
(bakeries, confectioners, meat packers, etc ), shipped in bulk (more than
3 lb)

9 食料品製造業

      11101030102 乳飲料 Fluid milk

2000725000 パッケージングされた液状の全乳の製造（超高温加熱処理され
たもの、味付けされたものを除く）

Manufacturing of whole fluid milk, packaged, excluding U H T  and
flavored 9 食料品製造業

2000750000
パッケージングされた２％低脂肪牛乳、１％ローファット牛
乳、0.5％牛乳の製造（超高温加熱処理されたもの、味付けされ
たものを除く）

Manufacturing of 2% reduced fat milk, 1% lowfat milk, and 0 5% milk,
packaged, excluding U H T  and flavored 9 食料品製造業

2000775000 パッケージングされた無脂肪乳、スキムミルクの製造（超高温
加熱処理されたもの、味付けされたものを除く）

Manufacturing of fat free or skim milk, packaged, excluding U H T
and flavored 9 食料品製造業

2000800000
液状乳とクリームの製造、バルク販売（全入、２％低脂肪乳、
１％ローファット牛乳、スキムミルク、無脂肪乳、味付け牛
乳、、バターミルク、エッグノッグ等）

Manufacturing of fluid milk and cream, bulk sales (including whole
milk, 2% reduced fat, 1% lowfat, skim or fat-free milk, flavored milk,
buttermilk, eggnog, etc )

9 食料品製造業

2000825000 パッケージングされた、超高温加熱処理、乳糖なし、味付けの
液状牛乳の製造

Manufacturing of U H T , lactose-free, and flavored fluid milk,
packaged 9 食料品製造業

      11101030103 2000850000 ヨーグルト（冷凍を除く） Yogurt, except frozen 9 食料品製造業

      11101030104 2000875000 バター Creamery butter 9 食料品製造業

2000875003 商用パッケージまたはバルクで出荷される酪農バターの製造
Manufacturing of creamery butter, shipped in commercial packages or
in bulk 9 食料品製造業

2000875006 一般消費者向けパッケージで出荷される酪農バターの製造 Manufacturing of creamery butter, shipped in consumer packages 9 食料品製造業

2000875009 無水乳脂肪（バターオイル）の酪農バターの製造 Manufacturing of creamery butter, anhydrous milkfat (butteroil) 9 食料品製造業

      11101030105 チーズ（カッテージチーズを含む） Cheese, including cottage cheese

2000900000
チェダーチーズ、スイスチーズ、イタリアンチーズ、ブリック
チーズ、クリームチーズ、粉チーズ、乾燥チーズ等のナチュラ
ルチーズの製造（カッテージチーズを除く）

Manufacturing of natural cheese (cheddar, Swiss, Italian, brick, cream,
grated, dried, etc ), excluding cottage cheese 9 食料品製造業
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大分類11 食品、飲料、タバコ製品(生の農産物を除く）
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
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2000900003
一般消費者向けパッケージまたは容器に入れられて出荷される
ナチュラルチーズの製造（低脂肪チーズ、カッテージチーズを
除く）

Manufacturing of natural cheese, excluding lowfat and cottage cheese,
shipped in consumer packages or containers 9 食料品製造業

2000900006
バルクあるいは商用パッケージまたは容器に入れられて出荷さ
れるナチュラルチーズの製造（低脂肪チーズ、カッテージチー
ズを除く）

Manufacturing of natural cheese, excluding lowfat and cottage cheese,
shipped in commercial packages or containers, or in bulk 9 食料品製造業

2000900009 一般消費者向けパッケージまたは容器に入れられて出荷される
低脂肪ナチュラルチーズの製造

Manufacturing of natural cheese, lowfat, excluding cottage cheese,
shipped in consumer packages or containers 9 食料品製造業

2000900012
バルクあるいは商用パッケージまたは容器に入れられて出荷さ
れる低脂肪ナチュラルチーズの製造（低脂肪チーズ、カッテー
ジチーズを除く）

Manufacturing of natural cheese, lowfat, excluding cottage cheese,
shipped in commercial packages or containers, or in bulk 9 食料品製造業

2000925000 一般消費者向けパッケージまたは容器に入れられて出荷される
プロセスチーズの製造

Manufacturing of process cheese, shipped in consumer packages or
containers 9 食料品製造業

2000950000 その他すべてのプロセスチーズと関連製品の製造 Manufacturing of all other process cheese and related products 9 食料品製造業

2000950003 バルク或いは商用パッケージまたは容器に入れられて出荷され
るプロセスチーズの製造

Manufacturing of process cheese, shipped in commercial packages or
containers, or in bulk 9 食料品製造業

2000950006 チーズ食品、チーズスプレッド、その他関連チーズ製品（味付
けチーズディップを含む）の製造

Manufacturing of cheese food, cheese spread, and other related cheese
products, including flavored cheese dips 9 食料品製造業

2000975000 カッテージチーズ（ベーカーズチーズ、ポットチーズ、ファー
マーズチーズを含む）の製造

Manufacturing of cottage cheese (including bakers', pot, and farmers'
cheese) 9 食料品製造業

2001000000 ホエイ原液の製造 Manufacturing of raw liquid whey 9 食料品製造業

      11101030106 アイスクリーム及び関連製品 Ice cream and related products

2001025000 バルク（3ガロン以上）で出荷されるアイスクリーム（ロー
ファット、無脂肪以外のカスタードを含む）の製造

Manufacturing of ice cream, including custards (excluding lowfat and
nonfat), shipped in bulk (containers 3 gallons or more) 9 食料品製造業

2001050000
一般消費者向けサイズ（3ガロン未満）で出荷されるアイスク
リーム（ローファット、無脂肪以外のカスタードを含む）の製
造

Manufacturing of ice cream, including custards (excluding lowfat and
nonfat), shipped in consumer sizes less than 3 gallons 9 食料品製造業

2001075000 カスタード（低脂肪および無脂肪を除く）、新規フォームを含
むアイスクリームの製造

Manufacturing of ice cream, including custards (excluding lowfat and
nonfat), novelty forms 9 食料品製造業

2001100000 アイスクリーム（ローファット、無脂肪のカスタードを含む）
の製造

Manufacturing of ice cream, including custards, lowfat and nonfat 9 食料品製造業

2001125000 その他の冷凍デザート（ヨーグルト、シャーベット、氷菓、メ
ロリン、冷凍プリン等）の製造

Manufacturing of other frozen desserts (yogurt, sherbet, water ices,
mellorine, frozen pudding, etc ) 9 食料品製造業

      11101030107 その他の乳製品 Other dairy products

2001150000
一般消費者向け缶で出荷される、缶詰めの乳製品（エバミル
ク、コンデンスミルク、乳児用液状調整乳、全乳、その他を含
む）の製造（人工代用乳を除く）

Manufacturing of canned milk products, including evaporated,
condensed, milk-based infants' formula (liquid), whole milk, and other,
shipped in consumer-type cans, excluding substitutes

9 食料品製造業

2001175000
その他のパッケージングされた乳製品（味付けサワークリーム
ディップ、エッグノッグ、バターミルク、乳酸菌、還元乳、低
脂肪乳等を含む）の製造

Manufacturing of other packaged milk products, including flavored
sour cream dips, eggnog, buttermilk, acidophilus, reconstituted,
reduced milk, etc

9 食料品製造業

2001200000
パッケージングされた液状乳関連製品（乳脂肪分36～40％の生
クリーム、乳脂肪分18～30％のコーヒー生クリーム、味のつい
ていないサワークリーム、乳脂肪分10～15％の生クリーム、バ
ター脂のホイップクリームを含む）の製造

Manufacturing of other fluid milk related products, (including heavy
cream, light coffee cream, unflavored sour cream, half and half, and
whipped topping with butterfat base), packaged

9 食料品製造業

2001225000
アイスクリームミックスと関連商品（低脂肪・無脂肪、シャー
ベット、ヨーグルト、ミルクシェイク、その他ミルクベース
ミックスを含む）の製造

Manufacturing of ice cream mixes and related products, including
lowfat and nonfat, sherbet,  yogurt, milkshake, and other milk-based
mixes

9 食料品製造業

2001250000 バルク（バレル、ドラム、タンク）で出荷される濃縮乳製品の
製造

Manufacturing of concentrated milk products, shipped in bulk (barrels,
drums, and tanks) 9 食料品製造業

2001250003 バルク（バレル、ドラム、タンク）で出荷される飼料用濃縮乳
製品（濃縮ホエイ、バターミルクを含む）の製造

Manufacturing of concentrated milk products, including concentrated
whey and buttermilk, shipped in bulk (barrels, drums, and tanks), feed
grade

9 食料品製造業

2001250006
バルク（バレル、ドラム、タンク）で出荷される食用濃縮乳製
品（固形ホエイ）の製造（すべてのタイプのアイスクリームと
アイスクリームミックスを除く）

Manufacturing of concentrated milk products, whey (solids), shipped in
bulk (barrels, drums, and tanks), food grade (excluding all types of ice
cream mixes)

9 食料品製造業

2001250009
バルク（バレル、ドラム、タンク）で出荷される食用濃縮乳製
品（その他すべてのタイプ）の製造（アイスクリームとアイス
クリームミックスを除く）

Manufacturing of concentrated milk products, all other types, shipped
in bulk (drums, barrels, and tanks), food grade (excluding ice cream and
ice cream mixes)

9 食料品製造業

      11101030108 代用乳製品 Dairy product substitutes

2001275000
生鮮乳製品代用品（豆乳、ライスミルク、アーモンドミルク、
オーツミルク、味付けディップ、ホイップクリーム、コーヒー
クリーム、サワークリーム、味付け乳製品代用品等を含む）の
製造

Manufacturing of perishable dairy product substitutes, including soy
milk, rice milk, almond milk, oat milk, flavored dip, whipped topping,
coffee whitener, sour cream, flavored milk drink substitutes, etc

9 食料品製造業

2001300000
乾燥・缶詰乳製品代用品（乾燥コーヒークリーム、乳児用調整
乳、サワークリーム、ホイップクリーム、缶詰液状乳児用調整
乳、栄養補助食品、ダイエット食品を含む）の製造

Manufacturing of dry and/or canned dairy product substitutes, including
dry coffee whitener, infants' formula, and sour cream, whipped topping,
and canned liquid infants' formula, dietary supplements, and weight
control products

9 食料品製造業

2001325000 チーズ代用品、模造チーズの製造 Manufacturing of cheese substitutes and imitations 9 食料品製造業

2001325003 ナチュラルチーズ代用品の製造 Manufacturing of products substituting for natural cheese 9 食料品製造業

2001325006 プロセスチーズ代用品と関連商品の製造
Manufacturing of products substituting for processed cheese and
related products 9 食料品製造業

2001350000 冷凍ホイップクリーム（乳製品由来か否かを問わない）、その
他冷凍代用乳製品（メロリン及び類似品を含まない）の製造

Manufacturing of frozen whipped topping, dairy or nondairy base, and
other frozen dairy product substitutes, excluding mellorine and similar
products

9 食料品製造業

  1110104 パン、ケーキ、パイ、ペストリー、トルティーヤ Breads, cakes, pies, pastries, and tortillas

    111010401 パン、ケーキ、パイ、ペストリー、トルティーヤ Breads, cakes, pies, pastries, and tortillas
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      11101040101 パン、ケーキ、パイ、ペストリー、トルティーヤ Breads, cakes, pies, pastries, and tortillas

2001375000
パン（白パン、ウィートパン、ライ麦パン等）とロールパン、
パンタイプ製品（イングリッシュマフィン、ベーグル、クロ
ワッサンを含む）の製造（冷凍を含む）

Manufacturing of bread (white, wheat, rye, etc ) and rolls, bread-type
(including English muffins, bagels, and croissants), including frozen 9 食料品製造業

2001375003 白パンの製造 Manufacturing of white pan bread 9 食料品製造業

2001375006 釜焼きパン（フランスパン、イタリアパン等）の製造 Manufacturing of white hearth bread (French, Italian, etc ) 9 食料品製造業

2001375009 黒パン（全粒粉パン、荒びき小麦パン、穀物パン等）の製造
Manufacturing of dark wheat breads (whole wheat, cracked wheat,
multigrain, etc ) 9 食料品製造業

2001375012 その他各種のパン（ライ麦パン、パン種を用いないパン）の製
造

Manufacturing of other variety breads (rye, unleavened) 9 食料品製造業

2001375015 ハンバーガー、ホットドッグ用ロールパンの製造 Manufacturing of rolls, hamburger and wiener 9 食料品製造業

2001375018 その他のロールパン、パンタイプ製品（マフィン、ベーグル、
クロワッサンを含む）の製造

Manufacturing of all other rolls, bread-type (including muffins, bagels,
and croissants) 9 食料品製造業

2001400000 ケーキ菓子（ミニケーキ、フルーツケーキ、パウンドケーキ、
レイヤーケーキ、チーズケーキ等）の製造（冷凍を含まない）

Manufacturing of soft cakes, (snack, fruit, pound, layer, cheese, etc ),
excluding frozen 9 食料品製造業

2001425000 冷凍を除くパイ（フルーツ、クリーム、カスタード）の製造 Manufacturing of pies (fruit, cream, and custard), excluding frozen 9 食料品製造業

2001450000 クッキーと冷凍菓子を除くその他菓子製品（ドーナッツ、ペス
トリー、コーヒーケーキ等）の製造

Manufacturing of other sweet goods (doughnuts, pastries, coffee cakes
etc ), excluding cookies and frozen sweets 9 食料品製造業

2001475000 冷凍のケーキ、パイ、その他ペストリーの製造 Manufacturing of frozen cakes, pies, and other pastries 9 食料品製造業

2001500000 冷凍または缶入りを除くトルティーヤ（バルク売またはパッ
ケージングされたもの）の製造

Manufacturing of tortillas, sold in bulk or packages, excluding frozen or
canned 9 食料品製造業

  1110105 クラッカー、クッキー Crackers and cookies

    111010501 クラッカー、クッキー Crackers and cookies

      11101050101 クラッカー、クッキー Crackers and cookies

2001575000 クラッカーサンドイッチの製造 Manufacturing of cracker sandwiches 9 食料品製造業

2001550000 塩付き及びその他すべてのクラッカー、クラッカー用の粉、パ
ン粉、ビスケット、その他関連製品の製造

Manufacturing of saltines and all other crackers, cracker meal and
crumbs, biscuits, and related products 9 食料品製造業

2001575000 冷凍を除くクッキー、ウェハース、アイスクリーム用コーンと
カップの製造

Manufacturing of cookies, wafers, and ice cream cones and cups
(excluding frozen) 9 食料品製造業

  1110106 ベイキングミックス、調理されたパン生地 Baking mixes and prepared dough

    111010601 ベイキングミックス、調理されたパン生地 Baking mixes and prepared dough

      11101060101 ベイキングミックス、調理されたパン生地 Baking mixes and prepared dough

2001600000 ケーキミックス（ジンジャーブレッドを含む）の製造 Manufacturing of cake mixes, including gingerbread 9 食料品製造業

2001625000 小麦粉ミックス（冷蔵・冷凍の生地やバッター粉を含む）の製
造（ケーキミックスを除く）

Manufacturing of flour mixes, including refrigerated and frozen doughs
and batters, excluding cake mixes 9 食料品製造業

2001625003 パンケーキやワッフル用のミックスの製造 Manufacturing of pancake and waffle mixes 9 食料品製造業

2001625006 ビスケットミックスの製造 Manufacturing of biscuit mixes 9 食料品製造業

2001625009 その他調合済みミックス粉の製造
Manufacturing of other prepared flour mixes (including cookie,
piecrust, doughnut, and other sweet yeast goods mixes) 9 食料品製造業

2001625012 パンとパンタイプロールのミックス粉の製造 Manufacturing of bread and bread-type roll mixes 9 食料品製造業

2001625015
冷蔵の生地やバッター粉（クッキー、ビスケット、パンとパン
タンイプのロール、パスタ、ピザ、コーヒーケーキ、パンケー
キ等）の製造

Manufacturing of refrigerated doughs and batters (cookie, biscuit,
bread and bread-type roll, pasta, pizza, coffeecake, pancake, etc ) 9 食料品製造業

2001625018
冷凍の生地やバッター粉（クッキー、ビスケット、パンとパン
タイプのロール、パスタ、ピザ、コーヒーケーキ、パンケーキ
等）の製造

Manufacturing of frozen doughs and batters (cookie, biscuit, bread and
bread-type roll, pasta, pizza, coffeecake, pancake, etc ) 9 食料品製造業

  1110107 食卓塩、こしょう、その他の香辛料 Table salt, pepper, and other spices

    111010701 食卓塩、こしょう、その他の香辛料 Table salt, pepper, and other spices

      11101070101 食卓塩、こしょう、その他の香辛料 Table salt, pepper, and other spices

2001650000 食卓塩の製造 Manufacturing of table salt 16 化学工業

2001675000 一般消費者向けサイズ（１ポンド未満）の白胡椒、黒胡椒、そ
の他スパイスの製造

Manufacturing of pepper, white and black, and other spices in
consumer sizes (less than 1 lb) 9 食料品製造業

2001700000 一般消費者向けサイズ（1ポンド以上）の白胡椒、黒胡椒、その
他スパイスの製造

Manufacturing of pepper, white and black, and other spices in
commercial sizes (1 lb or more) 9 食料品製造業

  1110108 糖製品 Sugar products

    111010801 糖製品 Sugar products

      11101080101 糖製品 Sugar products

2001710000 生砂糖、糖蜜、シロップ、廃糖蜜、その他すべてのサトウキビ
製品と追加加工を施していない副産物の製造

Manufacturing of raw cane sugar, sugarcane molasses, syrup, and
blackstrap and all other sugarcane mill products and byproducts
without further processing

9 食料品製造業
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2001725000 個包装または消費者サイズで出荷される精糖、角砂糖、タブ
レットシュガーの製造

Manufacturing of refined sugar, cube and tablet, shipped in small
individual packets or consumer units 9 食料品製造業

2001750000 商用サイズ（25ポンド以上の袋または容器）で出荷される精製
グラニュー糖（角砂糖、タブレットシュガーを含む）の製造

Manufacturing of refined granulated sugar, including cube and tablet
sugar, shipped in commercial units (bags and other containers greater
than 25 lb)

9 食料品製造業

2001775000 バルク（貨車、トラック、容器）で出荷される精製グラニュー
糖（角砂糖、タブレットシュガーを含む）の製造

Manufacturing of refined granulated sugar, including cube and tablet
sugar, shipped in bulk (rail cars, trucks, or bins) 9 食料品製造業

2001800000 その他精製糖と副産物の製造 Manufacturing of other sugar refining products and byproducts 9 食料品製造業

2001800003 一般消費者向けサイズ（10ポンド以下）で出荷される粉砂糖と
精製黒砂糖の製造

Manufacturing of refined confectioners' powdered sugar and refined
soft or brown sugar, shipped in consumer units (containers 10 lb or
less)

9 食料品製造業

2001800006 商用サイズ（10ポンド以上）で出荷される粉砂糖と精製黒砂糖
の製造

Manufacturing of refined confectioners' powdered sugar and refined
soft or brown sugar, shipped in commercial units (containers greater
than 10 lb)

9 食料品製造業

2001800009 精製液糖、砂糖シロップ、ショ糖類、転化糖・部分転化糖の製
造

Manufacturing of refined liquid sugar or sugar syrup, sucrose-type or
invert- and/or partially-invert-type 9 食料品製造業

2001800012 その他精製サトウキビ製品と副産物（精糖時の廃糖蜜と糖蜜を
含む）の製造

Manufacturing of other refined cane sugar products and byproducts,
including refiners' blackstrap and syrup 9 食料品製造業

2001800015 甜菜糖蜜および糖蜜甜菜糖パルプのまるのままの製造、スト
レートハウス製造、または廃棄

Manufacturing of whole, straighthouse, or discard beet sugar molasses
and molasses beet sugar pulp 9 食料品製造業

2001800018 ペレット状の糖蜜甜菜パルプの製造 Manufacturing of molasses beet sugar pulp, pelletized 9 食料品製造業

2001800021 その他すべての（プレーンの）甜菜パルプ（粗糖、乾燥または
その他のビートパルプを含む）の製造

Manufacturing of all other beet sugar pulp, including raw beet sugar,
dried, and other beet pulp (plain) 9 食料品製造業

  1110109 小麦粉、その他の穀類製粉、脂肪種子製品（動物飼料用油・製
品を除く）

Flour and other milled grain and oilseed products, except oils and
products for animal feed

    111010901 小麦粉、その他の穀類製粉、脂肪種子製品（動物飼料用油・製
品を除く）

Flour and other milled grain and oilseed products, except oils and
products for animal feed

      11101090101 小麦粉、その他の穀類製粉、脂肪種子製品（動物飼料用油・製
品を除く）

Flour and other milled grain and oilseed products, except oils and
products for animal feed

2001825000 小麦粉（ミックス粉を除く）の製造 Manufacturing of wheat flour (excluding flour mixes) 9 食料品製造業

2001835000 小麦製品（小麦粉と資料を除く）の製造 Manufacturing of wheat mill products, excluding flour and feed 9 食料品製造業

2001850000 白米（セカンドヘッド、スクリーニング、ビール、ふすま、
シャープス、米粉、残留物、副産物を含む）の製造

Manufacturing of milled rice (including second heads, screenings,
brewers, bran, sharps, rice flour, residues, and byproducts) 9 食料品製造業

2001875000 食用トウモロコシ製品の製造 Manufacturing of corn mill products, for human consumption 9 食料品製造業

2001875003 醸造用あるいは食用のコーングリッツとトウモロコシフレーク
の製造

Manufacturing of corn grits and flakes for brewers' use, for human
consumption 9 食料品製造業

2001875006 食用のコーングリッツと引き割りトウモロコシ（醸造用を除
く）とコーンフラワーの製造

Manufacturing of corn grits and hominy (excluding for brewers' use),
for human consumption, and corn flour 9 食料品製造業

2001875009 その他食用トウモロコシ製品の製造 Manufacturing of other corn mill products, for human consumption 9 食料品製造業

2001875012 食用の全粒あるいは脱胚芽のコーンミールの製造
Manufacturing of whole and degermed cornmeal, for human
consumption 9 食料品製造業

2001900000 その他の製粉製品の製造 Manufacturing of other grain mill flour products 9 食料品製造業

2001900003 ライ麦、オーツ麦、ソバ、その他の粉の製造 Manufacturing of rye, oat, buckwheat, and other flour 9 食料品製造業

2001900006 フルーツ粉の製造 Manufacturing of fruit flour 9 食料品製造業

2001925000 コーンシロップの製造 Manufacturing of corn sweeteners 9 食料品製造業

2001950000 スターチ（非加工・加工のでんぷん、イモ、米と小麦デンプン
とデキストリンを含む）の製造

Manufacturing of manufactured starch, including unmodified and
modified corn, potato, rice, and wheat starch and dextrin 9 食料品製造業

2001975000 湿式加工トウモロコシ副産物 Manufacturing of wet process corn byproducts 9 食料品製造業

2002000000 大豆粕、きな粉、粉、荒びき大豆その他副産物の製造 Manufacturing of soybean cake, meal, flour, grits, and other byproducts 9 食料品製造業

2002000003 大豆粕ときな粉の製造 Manufacturing of soybean cake and meal 9 食料品製造業

2002000006 大豆粉と荒びき大豆の製造 Manufacturing of soy flour and grits 9 食料品製造業

2002000009 その他の大豆製品（分離、濃縮品を含む）の製造
Manufacturing of other soybean products, including isolates and
concentrates 9 食料品製造業

2002000012 大豆レシチンの製造 Manufacturing of soybean lecithin 9 食料品製造業

2002025000 綿実粕、綿実粉、その他副産物の製造 Manufacturing of cottonseed cake, meal, and other byproducts 9 食料品製造業

2002025003 綿実粕と綿実粉の製造 Manufacturing of cottonseed cake and meal 9 食料品製造業

2002025006 綿実副産物の製造 Manufacturing of cottonseed byproducts 9 食料品製造業

2002050000
（飼料用オイル、飼料用製品除く）その他植物油製品（アマニ
油、ピーナツ油、ヒマワリ油、その他すべての油料種子粕と粉
を含む）の製造

Manufacturing of other vegetable oil mill products (excluding oils and
products for animal feed), including linseed, peanut, sunflower seed,
and all other oilseed cake and meal

9 食料品製造業

111011 ラードを含む油脂 Fats and oils, including lard

    111011001 ラードを含む油脂 Fats and oils, including lard

      11101100101 未精製・部分精製の植物油 Crude and partially refined vegetable oils

2002075000 粗製及び部分精製コーン油の製造 Manufacturing of crude and partially refined corn oil 9 食料品製造業
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2002075003 粗製コーン油の製造 Manufacturing of crude corn oil 9 食料品製造業

2002075006 アルカリまたは苛性アルカリ洗浄されており、脱臭処理または
最終製品に使用される前の一度精製したコーン油の製造

Manufacturing of once-refined corn oil, after alkali or caustic wash, but
before deodorizing or use in end products 9 食料品製造業

2002100000 粗製大豆油（脱ガム油）の製造 Manufacturing of crude soybean oil, degummed 9 食料品製造業

2002125000 その他の大豆油の製造 Manufacturing of soybean oil, other types 9 食料品製造業

2002125003 （脱ガム処理されていない）粗製大豆油の製造 Manufacturing of crude soybean oil, not degummed 9 食料品製造業

2002125006 アルカリまたは苛性アルカリ洗浄されており、脱臭処理または
最終製品に使用される前の一度精製した大豆油の製造

Manufacturing of soybean oil, once-refined (after alkali or caustic wash
but before deodorizing or use in end products) 9 食料品製造業

2002150000 粗製綿実油の製造 Manufacturing of crude cottonseed oil 9 食料品製造業

2002175000 アルカリまたは苛性アルカリ洗浄されており、脱臭処理または
最終製品に使用される前の一度精製した綿実油の製造

Manufacturing of cottonseed oil, once-refined (after alkali or caustic
wash but before deodorizing or use in end products) 9 食料品製造業

2002200000 その他の粗製または部分精製された油の製造 Manufacturing of other crude and partially refined oils 9 食料品製造業

2002200003 その他の粗製植物油（アマニ油、ピーナツ油、ヒマワリ油、ベ
ニバナ油等を含む）の製造

Manufacturing of other crude vegetable oils, including linseed, peanut,
sunflower, safflower, etc 9 食料品製造業

2002200006 アルカリまたは苛性アルカリ洗浄されており、脱臭または最終
製品に使用される前の一度精製したその他植物油の製造

Manufacturing of other vegetable oils, once-refined (after alkali or
caustic wash but before deodorizing or use in end products) 9 食料品製造業

2002225000 一度精製と脱臭処理された植物油の製造 Manufacturing of vegetable oils, once-refined and deodorized only 9 食料品製造業

      11101100102 2002250000 完全精製の油脂 Fully refined fats and oils 9 食料品製造業

2002250003 食用100％植物油の焼き物または揚げ物用油（ショートニング）
の製造

Manufacturing of baking or frying fats (shortening), 100 percent
vegetable oil, edible 9 食料品製造業

2002250006 食用で100％動物性油脂または植物油と動物性油脂を混合した油
の焼き物または揚げ物用油（ショートニング）の製造

Manufacturing of baking or frying fats (shortening), 100 percent animal
fat or blends of vegetable oil and animal fat, edible 9 食料品製造業

2002250009 （製菓用油脂、ホイップトッピング用等の）食用硬化油の製造
（焼き物または揚げ物用油を除く）

Manufacturing of hydrogenated oils (for confectionery fats, mellorine
fats, whipped topping, etc ), excluding baking or frying fats, edible 9 食料品製造業

2002250012 完全精製または脱臭された部分精製された食用部分硬化大豆油
（調理油、サラダ油）の製造

Manufacturing of partially hydrogenated soybean cooking or salad oil,
fully refined and deodorized, edible 9 食料品製造業

2002250015 完全精製と脱臭処理されたその他食用大豆油（調理油、サラダ
油）の製造

Manufacturing of other soybean cooking or salad oil, fully refined and
deodorized, edible 9 食料品製造業

2002250018 完全精製と脱臭処理された食用綿実油（調理油、サラダ油）の
製造

Manufacturing of cottonseed cooking or salad oil, fully refined and
deodorized, edible 9 食料品製造業

2002250021 完全精製と脱臭処理された食用混合植物油（調理油、サラダ
油）の製造

Manufacturing of mixtures of vegetable cooking or salad oil, fully
refined and deodorized, edible 9 食料品製造業

2002250024 完全精製と脱臭処理されたその他すべての食用調理油、サラダ
油の製造

Manufacturing of all other cooking or salad oil, fully refined and
deodorized, edible 9 食料品製造業

2002250027 食用の完全精製されたショートニングと調理油（マーガリン用
油を含む）の製造

Manufacturing of all other fully refined shortening and cooking oils,
edible, including oils used for margarine 9 食料品製造業

2002250033 完全精製されたコーン油（マーガリン油を含む）の製造 Manufacturing of fully-refined corn oil, including margarine oil 9 食料品製造業

      11101100103 2002275000 マーガリン、混合バタ、代用バター Margarine, butter blends, and butter substitutes 9 食料品製造業

      11101100104 2002300000 ラード Lard 9 食料品製造業

2002300003 一般消費者向けサイズ（3ポンド以下）のラードの製造 Manufacturing of lard, consumer sizes (containers 3 pounds or less) 9 食料品製造業

2002300006 商用サイズ（3ポンド以上）のラードの製造 Manufacturing of lard, commercial sizes (containers 3 pounds or more) 9 食料品製造業

  1110111 チョコレート製品と菓子製品 Chocolate products and confectionery products

    111011101 チョコレート製品と菓子製品 Chocolate products and confectionery products

      11101110101 食品製造業用及び過程調理用のチョコレート、ココア Chocolate and cocoa for food manufacturing and household baking

2002310000 ミルクチョコレートコーティングの製造 Manufacturing of milk chocolate coatings 9 食料品製造業

2002325000 スウィートリキュールチョコレートコーティングの製造 Manufacturing of sweet and liquor chocolate coatings 9 食料品製造業

2002325003 スウィートチョコレートコーティングの製造 Manufacturing of sweet chocolate coatings 9 食料品製造業

2002325006 リキュールチョコレートコーティングの製造 Manufacturing of liquor chocolate coatings 9 食料品製造業

2002350000
菓子コーティング（ココアと油脂を主成分とするもの、ただし
ココアバターからつくられるコーティングを除く）の製造（ア
イスクリームコーティングを含む）

Manufacturing of confectionery coatings (made chiefly from cocoa and
fats (excluding coatings made from cocoa butter), including ice cream
coatings

9 食料品製造業

2002400000 加糖チョコレートの製造（コーティングを除く） Manufacturing of sweetened chocolate, excluding coatings 9 食料品製造業

2002400003 一般消費者向けサイズにパッケージングされた加糖チョコレー
トの製造（コーティングを除く）

Manufacturing of sweetened chocolate, excluding coatings, in
consumer-sized packaging 9 食料品製造業

2002400006 商用パッケージまたはバルク売の加糖チョコレートの製造
（コーティングを除く）

Manufacturing of sweetened chocolate, excluding coatings, in
commercial packaging and in bulk 9 食料品製造業

2002425000 無糖チョコレートと加糖ならびに無糖のココアパウダーの製造
（コーティングを除く）

Manufacturing of unsweetened chocolate and sweetened and
unsweetened cocoa powder, excluding coatings 9 食料品製造業

2002425003 無糖チョコレートの製造（コーティングを除く） Manufacturing of unsweetened chocolate, excluding coatings 9 食料品製造業

2002425006 一般消費者向けサイズの缶またはパッケージに入れられた加糖
（或いは他の物質の混合された）ココアパウダーの製造

Manufacturing of sweetened (or mixed with other substances) cocoa
powder, in consumer-sized cans or packages 9 食料品製造業

2002425009 商用パッケージまたはバルク売の加糖（或いは他の物質と混合
された）ココアパウダーの製造

Manufacturing of sweetened (or mixed with other substances) cocoa
powder, in commercial packages and in bulk 9 食料品製造業
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2002425012 無糖ココアパウダーの製造 Manufacturing of unsweetened cocoa powder 9 食料品製造業

2002450000 ココアバター、リキュール、ならびにココアベースのチョコ
レートシロップの製造

Manufacturing of cocoa butter, liquor, and cocoa base chocolate syrup 9 食料品製造業

2002450003 ココアバターの製造 Manufacturing of cocoa butter 9 食料品製造業

2002450006 チョコレートリキュールベースのシロップの製造 Manufacturing of chocolate liquor base syrup 9 食料品製造業

2002450009 ココアパウダーベースのチョコレートシロップの製造 Manufacturing of cocoa powder base chocolate syrup 9 食料品製造業

      11101110102 2002475000 チョコレートキャンディー、チョコレートタイプの菓子製品 Chocolate candy and chocolate-type confectionery products 9 食料品製造業

2002475003 固形チョコレートとチョコレートタイプ菓子製品の製造
Manufacturing of solid chocolate and chocolate-type confectionery
products 9 食料品製造業

2002475006 内容物入り固形チョコレートとチョコレートタイプ菓子製品の
製造

Manufacturing of solid with inclusions chocolate and chocolate-type
confectionery products 9 食料品製造業

2002475009
グラノーラを包み込んで、あるいはキャンディ、フルーツ、
ナッツで装飾・整形されたチョコレートとチョコレートタイプ
の菓子製品の製造

Manufacturing of enrobed or molded with candy, fruit, nut, or granola
center, chocolate and chocolate-type confectionery products 9 食料品製造業

2002475012 焼き菓子を包み込んで装飾・整形されたチョコレートとチョコ
レートタイプの菓子製品の製造

Manufacturing of enrobed or molded with a bakery product center,
chocolate and chocolate-type confectionery products 9 食料品製造業

2002475015 何かを包んだチョコレートとチョコレートタイプの菓子製品の
製造

Manufacturing of panned chocolate and chocolate-type confectionery
products 9 食料品製造業

2002475018 アソートメントその他すべてのチョコレートとチョコレートタ
イプの菓子製品の製造

Manufacturing of assortments and all other chocolate and chocolate-
type confectionery products 9 食料品製造業

      11101110103 チョコレートタイプ以外の菓子製品 Nonchocolate-type confectionery products

2002500000 チョコレートタイプでないバー、グラノーラバー、パッケージ
の商品、特産製品の製造

Manufacturing of nonchocolate-type bar goods, granola bars, package
goods, specialties, etc 9 食料品製造業

2002500003 硬質キャンディー、チョコレートタイプでない菓子製品の製造
Manufacturing of hard candy, nonchocolate-type confectionery
products 9 食料品製造業

2002500006 チューイングキャンディー（グラノーラバーを含む）、チョコ
レートタイプでない菓子製品の製造

Manufacturing of chewy candy (including granola bars), nonchocolate-
type confectionery products 9 食料品製造業

2002500009 ソフトキャンディ、チョコレートタイプでない菓子製品の製造 Manufacturing of soft candy, nonchocolate-type confectionery products 9 食料品製造業

2002500012 冷凍、コーティングされたノンチョコレートタイプの菓子製品
の製造

Manufacturing of iced/coated nonchocolate-type confectionery
products 9 食料品製造業

2002500015 何かを包んだノンチョコレートタイプの菓子製品の製造 Manufacturing of panned, nonchocolate-type confectionery products 9 食料品製造業

2002500018 甘草ならびに甘草タイプのノンチョコレートタイプ菓子製品の
製造

Manufacturing of licorice and licorice-type, nonchocolate-type
confectionery products 9 食料品製造業

2002525000
糖衣、砂糖漬け、砂糖煮などをなされた果物、果皮、ナッツ、
マシュマロ、咳止め飴（製薬を除く）等のチョコレートタイプ
でない菓子製品の製造

Manufacturing of other nonchocolate confectionary-type products, such
as glace, candied, and crystallized fruits, fruit peels, nuts, marshmallow
cream, and cough drops (excluding pharmaceutical-type)

9 食料品製造業

2002550000 ガム、フーセンガム、ガムベースの製造 Manufacturing of chewing gum, bubble gum, and chewing gum base 9 食料品製造業

2002550003 薬用でない加糖のガム、フーセンガムの製造
Manufacturing of chewing gum and bubble gum, nonmedicated,
containing sugar 9 食料品製造業

2002550006 薬用でない無糖のガム、フーセンガムの製造
Manufacturing of chewing gum and bubble gum, nonmedicated, not
containing sugar 9 食料品製造業

2002550009 ガムベースの製造 Manufacturing of chewing gum base 9 食料品製造業

      11101150101 2002575000 冷凍果実 Frozen fruits 9 食料品製造業

      11101150102 冷凍野菜 Frozen vegetables

2002600000 イモ製品以外の冷凍野菜（パスタと共にパッケージングされた
ものを含む）の製造

Manufacturing of frozen vegetables, other than potato products,
including frozen vegetables packaged with pasta 9 食料品製造業

2002625000 冷凍イモ製品（フレンチフライ、パティ、パフ）の製造
Manufacturing of frozen potato products (French-fried, patties, puffs,
etc ) 9 食料品製造業

      11101150103 缶詰の果実・野菜（ジュース・果汁を除く） Canned fruits and vegetables, except juices and nectars

2002650000 ベビーフードを除くフルーツ缶詰（パイフィリング缶詰を含
む）の製造

Manufacturing of canned fruits, including canned fruit pie fillings,
excluding baby foods 9 食料品製造業

2002675000 野菜缶詰の製造 Manufacturing of canned vegetables 9 食料品製造業

2002700000 トマトベースのソース缶詰（サルサ、チリソース、バーベ
キューソースを含む）の製造（ケチャップを除く）

Manufacturing of canned tomato-based sauces, including canned salsa,
chili sauce, and barbecue sauce, excluding catsup 9 食料品製造業

2002725000 ジャム、ゼリー、その他調理済みフルーツ（フルーツバター缶
詰を含む）の製造

Manufacturing of canned jams, jellies, and preserves, including canned
fruit butter 9 食料品製造業

2002750000 ピーナッツバターとその他ナッツバターの製造 Manufacturing of peanut butter and other nut butters 9 食料品製造業

2002750003 一般消費者向けサイズのピーナッツバターとその他ナッツバ
ターの製造

Manufacturing of peanut butter and other nut butters, consumer sizes 9 食料品製造業

2002750006 商用サイズまたはバルクのピーナッツバターとその他ナッツバ
ターの製造

Manufacturing of peanut butter and other nut butters, commercial sizes
and bulk 9 食料品製造業

2002775000 ピクルスとその他のピクルス製品（西洋ワサビ（ソースを除
く）およびバルクの未完成のピクルス製品を含む）の製造

Manufacturing of pickles and other pickled products, including
horseradish (except sauce) and bulk unfinished pickled products 9 食料品製造業

      11101150104 2002800000 乾燥果実・野菜（フリーズドライを含む） Dried and dehydrated fruits and vegetables, including freeze-dried 9 食料品製造業

2002800003 乾燥または脱水処理された果物（フリーズドライを含む）の製
造

Manufacturing of dried and dehydrated fruits, including freeze-dried 9 食料品製造業

2002800006 乾燥または脱水処理された野菜の製造 Manufacturing of dried and dehydrated vegetables 9 食料品製造業

  1110116 スープの素（東洋風、乾燥、フリーズドライを含める）、ブイ
ヨン

Soup mixes (including oriental, dried and dehydrated, and freeze-dried)
and bouillon
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    111011601 スープの素（東洋風、乾燥、フリーズドライを含める）、ブイ
ヨン

Soup mixes (including oriental, dried and dehydrated, and freeze-dried)
and bouillon

      11101160101 2002825000 スープの素（東洋風、乾燥、フリーズドライを含める）、ブイ
ヨン

Soup mixes (including oriental, dried and dehydrated, and freeze-dried)
and bouillon 9 食料品製造業

  1110117 他の材料を加えない加工米 Rice, processed, without other ingredients

    111011701 他の材料を加えない加工米 Rice, processed, without other ingredients

      11101170101 2002850000 他の材料を加えない加工米 Rice, processed, without other ingredients 9 食料品製造業

  1110118 他の材料を加えない乾燥パスタ Dry pasta without other ingredients

    111011801 他の材料を加えない乾燥パスタ Dry pasta without other ingredients

      11101180101 2002875000 他の材料を加えない乾燥パスタ Dry pasta without other ingredients 9 食料品製造業

  1110119 スナック食品（ケーキ、ペストリー、冷凍食品、乾燥果実を除
く）

Snack foods, except cakes and pastries, frozen goods, and dried fruits

    111011901 スナック食品（ケーキ、ペストリー、冷凍食品、乾燥果実を除
く）

Snack foods, except cakes and pastries, frozen goods, and dried fruits

      11101190101 スナック食品（ケーキ、ペストリー、冷凍食品、乾燥果実を除
く）

Snack foods, except cakes and pastries, frozen goods, and dried fruits

2002900000 バルクで販売されるナッツ（塩付け、ロースト、調理、皮むき
処理等されたもの）の製造

Manufacturing of nuts (salted, roasted, cooked, or blanched), sold in
bulk 9 食料品製造業

2002925000 缶詰ナッツ（塩付け、ロースト、調理、皮むき処理等されたも
の）の製造

Manufacturing of canned nuts (salted, roasted, cooked, or blanched) 9 食料品製造業

2002950000 その他すべてのパッケージ入りナッツ、すべての種子類（塩付
け、ロースト、調理、皮むき処理等されたもの）の製造

Manufacturing of all other packaged nuts, including all types of seeds
(salted, roasted, cooked, or blanched) 9 食料品製造業

2002975000 ポテトチップス、ポテトスティックの製造（無味または味付け
されたもの）

Manufacturing of potato chips and sticks, plain and flavored 9 食料品製造業

2003000000 トウモロコシチップスとトルティーアチップス、コーンパフの
ような関連製品の製造

Manufacturing of corn chips and related products, such as tortilla chips,
corn chips and curls 9 食料品製造業

2003025000
ハードプレッツェル、ベーコンの皮、ポップコーン（糖衣を除
く）等のその他チップスとスティック（クラッカー、ソフトプ
レッツェル、ナッツを除く）の製造

Manufacturing of other chips and sticks (hard pretzels, bacon rinds,
popped popcorn (excluding candied), etc ), excluding crackers, soft
pretzels, and nuts

9 食料品製造業

111012 マヨネーズ、ドレッシング、その他の調理ソース（肉ベースの
ソースを除く）

Mayonnaise, dressing, and other prepared sauces, except meat-based
sauces

    111012001 マヨネーズ、ドレッシング、その他の調理ソース（肉ベースの
ソースを除く）

Mayonnaise, dressing, and other prepared sauces, except meat-based
sauces

      11101200101 マヨネーズ、ドレッシング、その他の調理ソース（肉ベースの
ソースを除く）

Mayonnaise, dressing, and other prepared sauces, except meat-based
sauces

2003050000 酢の製造 Manufacturing of vinegar 9 食料品製造業

2003075000
調理済みソース（マスタード、ウスターソース、醤油、ホース
ラディッシュ、その他の肉、野菜、魚介類用調味料を含む）の
製造（トマトと肉ベースのソースは除く）

Manufacturing of prepared sauces, including mustard, Worcestershire,
soy, horseradish, and other sauces to be used as a condiment to meat,
vegetable, and seafood, excluding tomato and meat-based sauces

9 食料品製造業

2003100000 ケチャップの製造 Manufacturing of catsup 9 食料品製造業

2003125000
ディップできるサラダドレッシング（マヨネーズ、サンドイッ
チスプレッド、冷蔵ドレッシングを含む）とその他すべての半
固形タイプのドレッシングの製造

Manufacturing of spoon-type salad dressing including mayonnaise,
sandwich spreads, refrigerated dressings, and all other semisolid-type
dressings

9 食料品製造業

2003150000 注ぐタイプのサラダドレッシング（カロリーオフ、チーズ、酢
とオイル等）の製造

Manufacturing of pourable-type salad dressing (reduced calorie, cheese,
vinegar and oil, etc ) 9 食料品製造業

  1110121 冷凍調理食品 Frozen prepared foods

    111012101 冷凍調理食品 Frozen prepared foods

      11101210101 冷凍調理食品 Frozen prepared foods

2003175000 冷凍食品（冷凍のピザ、米料理、肉・家禽類肉のパイ、トル
ティーア、エッグロールを含む）の製造

Manufacturing of frozen dinners, including frozen pizza, rice dishes,
meat or poultry pies, tortillas, and egg rolls 9 食料品製造業

2003200000
何れにも分類されないワッフル、パンケーキ、フレンチトース
ト、スープ等の各種冷凍製品の製造（乳製品および非乳製品の
ホイップトッピング、その他の冷凍乳製品代用品、魚介類を除
く）

Manufacturing of frozen specialties, not elsewhere classified, such as
waffles, pancakes, French toast, soups, etc , excluding dairy and
nondairy whipped topping, other frozen dairy product substitutes, and
seafood

9 食料品製造業

  1110122 朝食用シリアル（乳幼児シリアルを除く） Breakfast cereal, except infant cereal

    111012201 朝食用シリアル（乳幼児シリアルを除く） Breakfast cereal, except infant cereal

      11101220101 2003225000 朝食用シリアル（乳幼児シリアルを除く） Breakfast cereal, except infant cereal 9 食料品製造業

  1110123 香味エキス、エマルション、その他の食品製造用液体香味料及
び着色料

Flavoring extracts, emulsions, and other liquid flavorings and food
colorings for food manufacturing

    111012301 香味エキス、エマルション、その他の食品製造用液体香味料及
び着色料

Flavoring extracts, emulsions, and other liquid flavorings and food
colorings for food manufacturing

      11101230101 香味エキス、エマルション、その他の食品製造用液体香味料及
び着色料

Flavoring extracts, emulsions, and other liquid flavorings and food
colorings for food manufacturing

2003250000 液状飲料ベースの製造（清涼飲料ボトラーにより使用されるも
のを除く）

Manufacturing of liquid beverage bases, excluding use by soft drink
bottlers 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2003275000 清涼飲料ボトラーにより取引向けまたはボトリングをしない卸
業者向けに販売される飲料ベース（濃縮物、シロップ）の製造

Manufacturing of liquid beverage bases, concentrates and syrups, for
sale by soft drink bottlers to trade or nonbottler distributors 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2003300000 バルクで販売される清涼飲料用味付けシロップの製造 Manufacturing of soft drink flavoring syrup, sold in bulk 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2003325000 香料（チョコレートと清涼飲料用味付けシロップを除く）の製
造

Manufacturing of flavoring agents, excluding chocolate and soft drink
flavoring syrups 16 化学工業
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2003325003
ファウンテン、アイスクリーム、家庭用飲料用味付けシロップ
の製造（液状飲料ベース、バルクで販売される清涼飲料、チョ
コレートシロップを除く）

Manufacturing of flavoring syrups for fountain, ice cream, and home
beverage use (excluding liquid beverage bases, soft drinks in bulk, and
chocolate syrups)

10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2003325006
ファウンテンやアイスクリームの香料用の（砕いたあるいは丸
ごとの）果物、濃縮果汁製品の製造（冷凍または温パックを除
く）

Manufacturing of fruit, crushed or whole, and concentrated fruit juice
products (excluding frozen or hot pack), for fountain and ice cream
flavoring agent use

10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2003350000 抽出香料、乳剤、その他の液状香料と食品着色料の製造（合成
のものを除く）

Manufacturing of flavoring extracts, emulsions, and other liquid flavors
and food colorings (excluding synthetic) 16 化学工業

  1110124

サラダやサンドウィッチを含む生鮮調理食料、皮をむきカット
された野菜やジャガイモ、カットして包装された生鮮果実、メ
キシコ特産品、ピザ、豆腐（冷凍、缶詰でない）、生鮮マカロ
ニ製品

Perishable prepared foods, including salads and sandwiches, vegetables
and potatoes peeled and cut, fresh fruits cut and packaged, Mexican
specialties, pizza, and tofu (not frozen or canned), and fresh macaroni
products

    111012401

サラダやサンドウィッチを含む生鮮調理食料、皮をむきカット
された野菜やジャガイモ、カットして包装された生鮮果実、メ
キシコ特産品、ピザ、豆腐（冷凍、缶詰でない）、生鮮マカロ
ニ製品

Perishable prepared foods, including salads and sandwiches, vegetables
and potatoes peeled and cut, fresh fruits cut and packaged, Mexican
specialties, pizza, and tofu (not frozen or canned), and fresh macaroni
products

      11101240101 2003375000
サラダやサンドウィッチを含む生鮮調理食料、皮をむきカット
された野菜やジャガイモ、カットして包装された生鮮果実、メ
キシコ特産品、ピザ、豆腐（冷凍、缶詰でない）、生鮮マカロ
ニ製品

Perishable prepared foods, including salads and sandwiches, vegetables
and potatoes peeled and cut, fresh fruits cut and packaged, Mexican
specialties, pizza, and tofu (not frozen or canned), and fresh macaroni
products

9 食料品製造業

  1110125 その他の食品 Other food products

    111012501 その他の食品 Other food products

      11101250101 その他の食品 Other food products

2003400000 （乾燥、冷凍、液状の）卵の製造 Manufacturing of eggs (dried, frozen, or liquid) 9 食料品製造業

2003425000 缶詰のベビーフードと幼児用シリアル（ビスケットを除く）の
製造

Manufacturing of canned baby foods and infant cereal (excluding
biscuits) 9 食料品製造業

2003425003 缶詰のベビーフード（幼児用シリアルとビスケットを除く）の
製造

Manufacturing of canned baby foods, excluding infant cereal and
biscuits 9 食料品製造業

2003425006 幼児用シリアルの製造 Manufacturing of infant cereal 9 食料品製造業

2003450000
何れにも分類されない缶詰各国食品（缶詰のベークドビーン
ズ、スパゲッティ、ラビオリ、ミートソース、ひき肉、米を含
む）の製造

Manufacturing of canned specialty foods, not elsewhere classified,
including canned baked beans, spaghetti, ravioli, meat-based sauces,
mincemeat, and rice

9 食料品製造業

2003475000 缶詰スープとしチューンの製造（冷凍と魚介類のものを除く）
の製造

Manufacturing of canned soups and stews, excluding frozen and
seafood 9 食料品製造業

2003500000 缶詰ドライビーンズ（ベークドビーンズを除く）の製造 Manufacturing of canned dry beans, excluding baked beans 9 食料品製造業

2003525000 成分調合済みのデザートの製造 Manufacturing of desserts, ready-to-mix 9 食料品製造業

2003525003 一般消費者向けサイズ（1ポンド未満）の成分調整済みの（コー
ンスターチ或いはゼラチンベースの）デザートの製造

Manufacturing of desserts, ready-to-mix, cornstarch or gelatin base,
consumer sizes (less than 1 lb) 9 食料品製造業

2003525006 商用サイズ（1ポンド以上）の成分調整済みの（コーンスターチ
或いはゼラチンベースの）デザートの製造

Manufacturing of desserts, ready-to-mix, cornstarch or gelatin base,
commercial sizes (1 lb or more) 9 食料品製造業

2003525009 その他ベースの成分調整済みデザートの製造 Manufacturing of desserts, ready-to-mix, other bases 9 食料品製造業

2003550000 甘味シロップと糖蜜の製造（サトウキビ製品を除く）
Manufacturing of sweetening syrups and molasses, excluding sugarcane
products 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2003575000
何れにも分類されない乾燥調理ミックス（ディップ、サラダド
レッシング、調味料、フロスティング、グレービーソース、
ソースドライミックスを含む）の製造

Manufacturing of dry mix food preparations, not elsewhere classified,
including dip, salad dressing, seasoning, frosting, gravy, and sauce dry
mixes

9 食料品製造業

2003600000
何れにも分類されない調理補助食品（缶詰のプディング、糖
衣、細切りココナッツ、蜂蜜、ペクチン、未調理ポップコーン
といったもの）の製造

Manufacturing of food preparations, not elsewhere classified, such as
canned pudding, frosting, shredded coconut, honey, pectin, and
unpopped popcorn

9 食料品製造業

2003675000 他の食材と共にパッケージングされた上白米の製造 Manufacturing of head rice packaged with other ingredients 9 食料品製造業

2003700000 乾燥、脱水処理されたその他食材と共にパッケージングされた
マカロニと麺製品（冷凍或いは缶詰でないもの）の製造

Manufacturing of macaroni and noodle products, packaged with other
dried and dehydrated ingredients, not frozen or canned 9 食料品製造業

2003725000
乾燥、脱水処理されたその他食材と共にパッケージングされ
た、マカロニと麺以外の製品（冷凍或いは缶詰でないもの）の
製造

Manufacturing of products other than macaroni and noodle products,
packaged with dried and dehydrated ingredients, not frozen or canned 9 食料品製造業

2003750000 ベーキングパウダーとイーストの製造 Manufacturing of baking powder and yeast 9 食料品製造業

2003750003 ベーキングパウダーの製造 Manufacturing of baking powder 9 食料品製造業

2003750006 イーストの製造 Manufacturing of yeast 9 食料品製造業

  1110126 飲料（氷を含む） Beverages, including ice

    111012601 飲料（氷を含む） Beverages, including ice

      11101260101 清涼飲料、瓶詰水、氷 Soft drinks, bottled water, and ice

2003775000 炭酸の清涼飲料水の製造 Manufacturing of soft drinks, carbonated 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2003775003
ガラス瓶詰、缶詰の炭酸清涼飲料水の製造（通常の味のものと
ダイエット味のもの、本果汁の有無を問わず、コーラエキス、
レモン、ライム、レモンライム、炭酸水とクラブソーダ、その
他各風味のものを含む）

Manufacturing of soft drinks, bottled (glass) or canned, carbonated,
regular and diet, with or without some real juice, including kola extract,
lemon, lime, lemon-lime combinations, sparkling waters and club soda,
and other flavors

10
飲料・たばこ・飼
料製造業
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2003775006
ペットボトル入りの炭酸清涼飲料水の製造（通常の味のものと
ダイエット味のもの、本果汁の有無を問わず、コーラエキス、
レモン、ライム、レモンライム、炭酸水とクラブソーダ、その
他各風味のものを含む）

Manufacturing of soft drinks, bottled (plastic), carbonated, regular and
diet, with or without some real juice, including kola extract, lemon,
lime, lemon-lime combinations, sparkling waters and club soda, and
other flavors

10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2003800000 無炭酸の清涼飲料（フルーツドリンク、カクテルとエード）の
製造（本果汁または濃縮物の有無を問わない）

Manufacturing of soft drinks, non-carbonated, fruit drinks, cocktails
and ades, with or without some real juice or concentrates 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2003825000 無炭酸の清涼飲料（アイスティーとその他タイプ）の製造（フ
ルーツドリンク、カクテル、エードを含まない）

Manufacturing of soft drinks, non-carbonated, iced tea and other types,
excluding fruit drinks, cocktails, and ades 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2003825003 缶詰、ボトル入りの（味付けのまたは味付けされていない）ア
イスティーの製造

Manufacturing of iced tea, with or without flavorings, canned or bottled 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2003825006 その他無炭酸の清涼飲料の製造（アイスティー、フルーツドリ
ンク、カクテル、エードを含まない）

Manufacturing of soft drinks, non-carbonated, other types, excluding
iced tea, fruit drinks, cocktails, and ades 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2003850000 処理または低音殺菌されたボトル入り無炭酸水（人工的に炭酸
化、殺菌処理されたものを除く）

Manufacturing of bottled water, non-carbonated, processed or
pasteurized, excluding artificially carbonated and sterile 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2003875000 キューブ化、砕氷等の加工をされた氷（氷缶、氷塊を含む）の
製造

Manufacturing of ice, manufactured (cubed, crushed, etc ), including
can or block 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

      11101260102 コーヒー、紅茶（缶詰、瓶詰除く） Coffee and tea, except canned or bottled

2003900000 焙煎済みコーヒー（豆、粉、チコリーや穀物類と混ぜた粉等を
含む）の製造

Manufacturing of roasted coffee, including whole bean, ground, and
ground mixtures (mixed with grain, chicory, etc ) 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2003925000 （フリーズドライ、スプレードライ、冷凍・液状濃縮等の）濃
縮コーヒー（コーヒー抽出液と代用品を含む）の製造

Manufacturing of coffee, concentrated (freeze-dried, spray-dried,
frozen or liquid concentrated, mixtures, etc ), including coffee extracts
and substitutes

10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2003925003 コーヒー代用品（穀物から作られるもの）の製造 Manufacturing of coffee substitutes, made from grain 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2003925006 （フリーズドライ、スプレードライ、冷凍・液状濃縮等の）濃
縮コーヒーと抽出物の製造

Manufacturing of coffee, concentrated (freeze-dried, spray-dried,
frozen or liquid concentrated, mixtures, etc ), and extracts 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2003950000 一般消費者向けパッケージの茶（インスタントその他タイプ）
の製造

Manufacturing of tea, consumer packages, instant soluble, and other
types 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

      11101260103 2003975000 香味パウダー、タブレット、ペースト（ドライミックス・カク
テルを含む）

Flavoring powders, tablets, and paste, (including dry mix cocktails) 9 食料品製造業

      11101260104 缶詰・生鮮の果実・野菜ジュース、果汁、濃縮物 Canned and fresh fruit and vegetable juices, nectars, and concentrates

2004000000 缶詰と生のフルーツジュース、ネクター、濃縮果汁の製造
Manufacturing of canned and fresh fruit juices, nectars, and
concentrates 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004025000 缶詰野菜ジュースの製造 Manufacturing of canned vegetable juices 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004050000 サイダーの製造 Manufacturing of cider 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

      11101260105 冷凍の果実・野菜ジュース、その他の冷凍飲料 Frozen fruit and vegetable juices and other frozen beverages

2004075000 冷凍濃縮果汁と冷凍シトラスパルプの製造（オレンジジュース
を除く）

Manufacturing of frozen concentrated juices and frozen citrus pulp,
excluding orange juice 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004100000 冷凍濃縮オレンジジュースの製造（一般消費向け、法人向け）
Manufacturing of frozen concentrated orange juice, consumer and
institutional 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

      11101260106 ビール、エール、麦芽飲料 Beer, ale, and malt beverages

2004125000 ケース商品のビールとエールの製造 Manufacturing of beer and ale, canned, case goods 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004125003 ケース商品のビールとエールの製造（12オンス） Manufacturing of beer and ale, canned, case goods, 12 oz 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004125006 ケース商品のビールとエールの製造（16オンスとその他すべて
のサイズ）

Manufacturing of beer and ale, canned, case goods, 16 oz and all other
sizes 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004150000 ボトル入り、ケース商品のビールとエールの製造（すべてのサ
イズ）

Manufacturing of beer and ale, bottled, case goods, all sizes 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004175000 樽、ビアサーバ入りのビール、エールの製造（すべてのサイ
ズ）

Manufacturing of beer and ale, barrels and kegs, all sizes 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004200000 麦芽、その他麦芽清涼飲料、醸造飲料の製造 Manufacturing of malt, all other malt beverages, and brewing products 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004200003 ビール（ノンアルコール）、麦芽リカー類（缶またはボト
ル）、その他すべての麦芽清涼飲料

Manufacturing of beer (nonalcoholic), malt liquors (cans or bottles),
and all other malt beverages 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004200006 麦芽（大麦、ライ麦、ウィート、トウモロコシ、コメ、麦芽ス
プラウト、麦芽抽出物と副産物（籾殻、もみわら等）の製造

Manufacturing of malt, including barley, rye, wheat, corn, rice, malt
sprouts, and malt extracts and byproducts (screenings, chaff,
skimmings, etc )

10
飲料・たばこ・飼
料製造業

      11101260107 アルコール飲料（ビールを除く） Alcoholic beverages, except beer

2004225000 ワイン（白、赤、ロゼ、その他フルーツとベリーの、アルコー
ル分14％以下）の製造

Manufacturing of wines, white, red, and rose grape, other fruit and
berry, 14 percent or less alcohol content 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004225003 白ワイン（アルコール分14％以下）の製造 Manufacturing of wines, white grape, 14 percent or less alcohol content 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004225006 赤ワイン（アルコール分14％以下）の製造 Manufacturing of wines, red grape, 14 percent or less alcohol content 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004225009 ロゼその他のフルーツとベリーワイン（アルコール分14％以
下）の製造

Manufacturing of wines, rose grape and other fruit and berry, 14
percent or less alcohol content 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004250000 デザートワイン、発泡ワイン、ワインベースカクテルの製造 Manufacturing of wines, dessert, effervescent, and wine coolers 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004250003 デザートワインの製造（特殊ワインを除く）の製造 Manufacturing of wines, dessert, excluding specialties 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004250006 発泡ワイン（天然または人工のスパークリングワイン、ワイン
クーラーを含む）の製造

Manufacturing of wines, effervescent, including sparkling (naturally and
artificially carbonated), wine coolers 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004275000 他のすべてのワイン、ブランデー、ブランデースピリッツの製
造

Manufacturing of all other wines, brandy, and brandy spirits 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004275003 （ビバレッジ、中性の）ブランデー（中性の果物スピリッツを
含む）の製造（シトラス残渣ブランデーを除く）

Manufacturing of brandy, beverage and neutral, including neutral fruit
spirits, excluding neutral citrus residue brandy 10

飲料・たばこ・飼
料製造業
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2004275006
その他すべてのワイン、ブランデー、ブランデースピリッツの
製造（ベルモット、ノンアルコールワイン、その他特殊ワイ
ン、アップルジャックを含む）

Manufacturing of all other wines, brandy, and brandy spirits, including
vermouth, nonalcoholic wines, other specialty wines, and applejack 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004300000
ボトル入りのウィスキー、ジン、コーディアル、カクテル、
ウォッカ、ラム、その他すべてのタイプ（ブランディーを除
く）の製造

Manufacturing of bottled whiskey, gin, cordials, cocktails, vodka, rum,
all other types, excluding brandy 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004300003 ボトル入りウィスキー、原酒、ブレンド（中性スピリッツか否
かを問わず）の製造

Manufacturing of bottled whiskey, unprocessed, blends, with or
without neutral spirits 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004300006 その他のボトル入りウィスキーの製造 Manufacturing of bottled whiskey, other types 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004300009 ボトル入りのコーディアル、カクテルと類似複合物の製造 Manufacturing of bottled cordials, cocktails and similar compounds 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004300012 ボトル入りのジン、ウォッカ、ラムの製造 Manufacturing of bottled gin, vodka, rum 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004300015 その他すべてのタイプのボトル入り蒸留酒（熟成４年以上、ア
ルコール度数50度以上のものを除く）の製造

Manufacturing of bottled liquor, all other types, excluding bottled in
bond 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004300018 熟成4年以上、アルコール度数50度以上のボトル入り蒸留酒の製
造

Manufacturing of bottled liquor, bottled in bond 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004325000 蒸留ウィスキー、その他すべての蒸留酒の製造（ブランデーを
除く）

Manufacturing of distilled whiskey, all other distilled liquor, excluding
brandy 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004325003 バーボン、ライウィスキー等の蒸留ウィスキーの製造 Manufacturing of distilled whiskey, raw (bourbon, rye, etc ) 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004325006 グレーンの中性スピリッツ、ウォッカ（中性シトラス残渣ブラ
ンディー、連続蒸留、また連続処理されたものを含む）の製造

Manufacturing of distilled grain neutral spirits, vodka, including neutral
citrus residue brandy and the continuous distillation or processing
operations

10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004325009 その他の蒸留酒（ラム、ジン、サトウキビ原料のスピリッツを
含む）の製造（アップルジャックを除く）

Manufacturing of other distilled liquors (including rum, gin, and cane
neutral spirits), excluding applejack 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

中分類113 タバコ製品、喫煙アクセサリー及び関連製品
Tobacco products, smoking accessories, and related
products

小分類11301 タバコ製品と喫煙用付属品 Tobacco products and smoking accessories

  1130101 タバコ製品と喫煙用付属品 Tobacco products and smoking accessories

    113010101 タバコ製品と喫煙用付属品 Tobacco products and smoking accessories

      11301010101 2004350000 紙巻きタバコ（無煙タバコを含む） Cigarettes, including nontobacco 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004350003 紙巻タバコ（ノンタバコを含む）の製造（フィルター80ミリ
メートル以下のもの）

Manufacturing of cigarettes, including nontobacco, filter tip, 80
millimeters long or less 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004350006 紙巻タバコ（ノンタバコを含む）の製造（フィルター８５ミリ
メートルのもの）

Manufacturing of cigarettes, including nontobacco, filter tip, 85
millimeters long 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004350009 紙巻タバコ（ノンタバコを含む）の製造（フィルター100ミリ
メートル以上のもの）

Manufacturing of cigarettes, including nontobacco, filter tip, 100
millimeters long or more 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004350012 フィルターのない紙巻タバコ（ノンタバコを含む）の製造（電
子タバコを含む）

Manufacturing of cigarettes, including nontobacco, nonfilter tip,
including electronic cigarettes 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

      11301010102 その他のタバコ製品、喫煙用付属品 Other tobacco products and smoking accessories

2004375000 葉巻（1000本あたりの重量を問わない）の製造 Manufacturing of cigars, all weights per 1,000 cigars 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004400000 喫煙タバコと噛みタバコ（葉のまま売られるもの）、嗅ぎタバ
コ、その他すべての噛みタバコの製造

Manufacturing of smoking and chewing tobacco (looseleaf), snuff, and
all other chewing tobacco 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004400003 喫煙タバコの製造 Manufacturing of smoking tobacco 10
飲料・たばこ・飼
料製造業

2004400006
噛みタバコ（葉のまま売られるもの）、ドライスナフ、モイス
トスナフ、その他すべての噛みタバコ（ファインカット、ツイ
スト、プラグ等）の製造

Manufacturing of chewing tobacco (looseleaf), snuff, dry and moist,
and all other chewing tobacco (fine cut, twist, plug, etc ) 10

飲料・たばこ・飼
料製造業

2004425000 喫煙具（マッチ、タバコ用ライター、タバコ入れ、パイプ等を
含む）の製造

Manufacturing of smoking accessories, including matches, cigarette
lighters, cigarette holders, tobacco pipes, etc 32 その他の製造業

2004425003 ライター（タバコ用ライター、木炭用ライター等）用燃料の製
造

Manufacturing of lighter fluids (cigarette, charcoal, etc ) 32 その他の製造業

2004425006 その他喫煙具（タバコ用ライター、タバコ入れ、パイプ等を含
む）の製造

Manufacturing of other smoking accessories, including cigarette
lighters, cigarette holders, tobacco pipes, etc 32 その他の製造業

2004425009 マッチの製造 Manufacturing of matches 32 その他の製造業
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大分類14 被服、履物、アクセサリー及び関連製品
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

大分類14 被服、履物、アクセサリー及び関連製品
Clothing, footwear, personal accessories, and
related products

中分類141 被服、履物、アクセサリー及び関連製品 Clothing, footwear, and personal accessories

小分類14101 被服、履物 Clothing and footwear

  1410101 被服、履物 Clothing and footwear

    141010101 被服、履物 Clothing and footwear

      14101010101 被服、衣装、祭服、毛皮製衣服 Clothing, costumes, vestments, and fur apparel

2004450000
男性・男児用（男女兼用含む）の制服（消防士、軍人、警察な
ど）を含む仕立てスーツの製造（皮革、ムートン、毛皮製のも
のを除く）

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) tailored suits,
including dress uniforms (firefighter, military, police, etc ) (excluding
leather, sheep-lined, and fur)

11 繊維工業

2004475000
男性・男児用（男女兼用含む）の仕立てのコート（撥水加工の
ものを含む）・ベストの製造（皮革、ムートン、毛皮製のもの
を除く）

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) tailored coats
(including water-repellent) and vests (excluding leather, sheep-lined,
and fur)

11 繊維工業

2004500000
男性・男児用（男女兼用含む）の非仕立てのコート、ジャケッ
ト、ベストの製造（羽毛入りのものを含み、スキー用衣類、作
業用ジャケット、皮革、ムートン、毛皮製のものを除く）

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) nontailored coats,
jackets, and vests, including down- and feather-filled (excluding ski
apparel, work jackets, leather, sheep-lined, and fur)

11 繊維工業

2004525000
男性・男児用（男女兼用含む）のレインコート、ゴムパンツ
（ウェットスーツを除く）を含む、プラスチック又はゴム
（50％以上）製の衣類の製造

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) plastic or rubber
(50 percent or greater) apparel, including raincoats and rubber pants
(excluding wet suits))

11 繊維工業

2004550000 男性・男児用（男女兼用含む）のワイシャツの製造 Manufacturing of men's and boys' (including unisex) dress shirts 11 繊維工業

2004550003 男性・男児用（男女兼用含む）のニット製のワイシャツの製造 Manufacturing of men's and boys' (including unisex) knit dress shirts 11 繊維工業

2004550006 男性・男児用（男女兼用含む）の織物製のワイシャツの製造 Manufacturing of men's and boys' (including unisex) woven dress shirts 11 繊維工業

2004575000
男性・男児用（男女兼用含む）の正装用・スポーツ用の単体の
ズボン、パンツ、スラックスの製造（ジーンズ、デニム製のカ
ジュアルスラックス、ワークパンツ、スウェットパンツを除
く）

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) separate dress and
sport trousers, pants, and slacks (excluding jeans, jean-cut casual
slacks, workpants, and sweatpants)

11 繊維工業

2004600000 男性・男児用（男女兼用含む）のワークシャツの製造 Manufacturing of men's and boys' (including unisex) work shirts 11 繊維工業

2004625000
男性・男児用（男女兼用含む）の作業用パンツ（ジーンズを除
く）、作業用ジャケット、カバーオール、オーバーオール、
ジャンプスーツ、病院用患者用衣服（使い捨てを除く）を含む
洗濯可能な作業用衣類の製造

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) workpants
(excluding jeans), work jackets, coveralls, overalls, jumpsuits, and
washable service apparel, including hospital patient wear (excluding
disposable)

11 繊維工業

2004650000 男性・男児用（男女兼用含む）のチームスポーツ用ユニフォー
ムの製造

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) team sport
uniforms 11 繊維工業

2004675000

男性・男児用（男女兼用含む）のスポーツウェア・普段着
（ショートパンツ、スウェットパンツ、ジャージ、スウェッ
ト、ポロシャツ、タンクトップ、Tシャツ、ジーンズ、デニム製
のカジュアルスラックス、水着、織物製スポーツ・カジュアル
シャツ）の製造（購入した衣料品へのスクリーン印刷のみを行
うものを除く）

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) sports and leisure
wear (shorts, sweatpants, jogging and warm-up suits, sweatshirts, polo
shirts, tank tops, t-shirts, jeans, jean-cut casual slacks, swimwear,
woven sports/casual shirts) (excluding screen printing only on
purchased garments)

11 繊維工業

2004675003
男性・男児用（男女兼用含む）のニット製スポーツシャツ（ポ
ロシャツ、タンクトップ、スウェットシャツ、Tシャツを含む）
の製造（購入した衣料品へのスクリーン印刷のみを行うものを
除く）

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) knit sport shirts
(including polo shirts, tank tops, sweatshirts, and t-shirts) (excluding
screen printing only on purchased garments)

11 繊維工業

2004675009 男性・男児用（男女兼用含む）の織物製スポーツシャツの製造
（購入した衣料品へのスクリーン印刷のみを行うものを除く）

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) woven sport shirts
(excluding screen printing only on purchased garments) 11 繊維工業

2004675012
男性・男児用（男女兼用含む）のスウェットパンツ、ジャー
ジ、運動着、ビーチウェア（水着を除く）、スキー用衣類の製
造

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) sweatpants,
jogging and warm-up suits, playsuits, beachwear (excluding swimsuits),
and ski apparel

11 繊維工業

2004675015 男性・男児用（男女兼用含む）のジーンズ、デニム製のカジュ
アルスラックスの製造

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) jeans and jean-cut
casual slacks 11 繊維工業

2004675018 男性・男児用（男女兼用含む）のショートパンツ（正装用・運
動用を含む）、水着の製造

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) shorts (including
dress and athletic) and swimwear 11 繊維工業

2004700000 男性・男児用（男女兼用含む）のセーター、セーターベストの
製造

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) sweaters and
sweater vests 11 繊維工業

2004725000
男性・男児用（男女兼用含む）の下着、ナイトウェア、ローブ
（防寒用下着、肌着、パンツ、ブリーフ、ボクサーパンツ）の
製造

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) underwear,
nightwear, and robes (including thermal, undershirts, undershorts and
briefs, and woven boxer shorts)

11 繊維工業

2004750000 男性・男児用（男女兼用含む）の皮革、ムートン製の衣類の製
造

Manufacturing of men's and boys' (including unisex) leather and sheep-
lined apparel 11 繊維工業

2004775000 女性・女児用のドレスの製造 Manufacturing of women's and girls' dresses 11 繊維工業

2004800000
女性・女児用の仕立てのコート、ケープ（撥水加工のものを含
む）、仕立てのジャケット、ベストの製造（毛皮製、皮革製、
羽毛入りのもの、ムートン製のものを除く）

Manufacturing of women's and girls' tailored coats and capes (including
water-repellent) and tailored jackets and vests (excluding fur, leather,
down- and feather-filled, and sheep-lined)

11 繊維工業

2004825000
女性・女児用の非仕立てのジャケット、コート、ベストの製造
（撥水加工、羽毛入りのもの、スキー用衣類を含み、毛皮、皮
革、ムートン製のものを除く）

Manufacturing of women's and girls' nontailored coats, jackets, and
vests (including water-repellent, down- and feather-filled, and ski
apparel) (excluding fur, leather, and sheep-lined)

11 繊維工業

2004850000 女性・女児用のセーター、セーターベストの製造 Manufacturing of women's and girls' sweaters and sweater vests 11 繊維工業

2004875000
女性・女児用のニット製のシャツ、ブラウス（ポロシャツ、タ
ンクトップ、スウェットシャツ、Tシャツを含む）の製造（購入
した衣料品へのスクリーン印刷のみを行うものを除く）

Manufacturing of women's and girls' knit shirts and blouses (including
polo, tank tops, sweatshirts, and t-shirts) (excluding screen printing
only on purchased garments)

11 繊維工業

2004900000 女性・女児用の織物製のシャツ、ブラウスの製造（購入した衣
料品へのスクリーン印刷のみを行うものを除く）

Manufacturing of women's and girls' woven shirts and blouses
(excluding screen printing only on purchased garments) 11 繊維工業

2004925000 女性・女児用のスカート（テニス用スカートを除く）の製造 Manufacturing of women's and girls' skirts (excluding tennis skirts) 11 繊維工業
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大分類14 被服、履物、アクセサリー及び関連製品
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2004950000
女性・女児用の洗濯可能な作業用衣類（病院用患者用衣服（使
い捨てを除く）、カバーオール、オーバーオール、ジャンプ
スーツを含む）の製造

Manufacturing of women's and girls' washable service apparel
(including hospital patient wear (excluding disposable), coveralls,
overalls, and jumpsuits)

11 繊維工業

2004975000
女性・女児用の下着（スリップ及びテディを含む）、コルセッ
ト（外科的なものを除く）、ガードル、コンビネーションのよ
うな体型補正用の衣料品、ブラジャー、ブラレット、そしてバ
ンドーの製造

Manufacturing of women's and girls' underwear (including slips and
teddies); foundation garments such corsets (excluding surgical), girdles,
and combinations; and brassieres, bra-lettes, and bandeaux

11 繊維工業

2005000000
女性・女児用のナイトウェア（パジャマ、ガウン、ペニョワー
ルランジェリー、ナイトガウン又はパジャマを備えたローブ
セット、ローブ、化粧着を含む）の製造

Manufacturing of women's and girls' nightwear (including pajamas,
gowns, peignoir and robe sets with nightgown or pajamas, robes, and
dressing gowns)

11 繊維工業

2005025000 女性・女児用のチームスポーツ用ユニフォームの製造 Manufacturing of women's and girls' team sport uniforms 11 繊維工業

2005050000 女性・女児用の水着の製造 Manufacturing of women's and girls' swimwear 11 繊維工業

2005075000
女性・女児用の普段着（ショートパンツ、テニススカート、ス
ウェットパンツ、ジャージ、ジーンズ、デニム製のカジュアル
スラックス、スラックス、ボディスーツ、ボディーシャツ、
ビーチウェア（水着を除く））の製造

Manufacturing of women's and girls' leisurewear (shorts, tennis skirts,
sweatpants, jogging and warm-up suits, jeans, jean-cut casual slacks,
slacks, bodysuits and bodyshirts, and beachwear (excluding swimwear))

11 繊維工業

2005100000 女性・女児用のその他の衣類の製造 Manufacturing of all other women's and girls' apparel 11 繊維工業

2005100003
女性・女児用のレインコートやゴムパンツ（ウェットスーツを
除く）を含む、プラスチック又はゴム（50％以上）製の衣類の
製造

Manufacturing of women's and girls' plastic or rubber (50 percent or
greater) apparel, including raincoats and rubber pants (excluding wet
suits)

11 繊維工業

2005100006 女性・女児・乳児用（男女兼用含む）の皮革、ムートン製の衣
類の製造

Manufacturing of women's, girls', and infants' leather and sheep-lined
apparel 11 繊維工業

2005100009 女性・女児用の制服（消防士、軍人、警察など）を含む仕立て
スーツ、パンツスーツの製造

Manufacturing of women's and girls' tailored suits and pantsuits,
including dress uniforms (firefighter, military, police, etc) 11 繊維工業

2005125000 皮革、ムートン、毛皮製を除く乳児用被服の製造（購入した乳
児用衣料品へのスクリーン印刷のみを行うものを除く）

Manufacturing of infants' clothing (excluding leather, sheep-lined, and
fur clothing and excluding screen printing only on purchased garments
for infants)

11 繊維工業

2005150000 衣装、祭服、大学帽、アカデミックガウンの製造 Manufacturing of costumes, vestments, and academic caps and gowns 11 繊維工業

2005150003 演劇用やダンスウェアを含む衣装の製造 Manufacturing of costumes, including theatrical and dancewear 11 繊維工業

2005150006 大学帽、アカデミックガウン、祭服（司法用、埋葬式、聖歌隊
用、友愛会用、聖職用を含む）の製造

Manufacturing of academic caps and gowns and vestments (including
judicial, burial, choir, fraternal, and ecclesiastical) 11 繊維工業

2005175000 毛皮製の衣類、服飾品、付属品（コート、ケープ、ジャケッ
ト、替え衿、毛皮ライニングなど）の製造

Manufacturing of fur apparel, accessories, and trimmings (coats, capes,
jackets, neck pieces, fur linings, etc ) 11 繊維工業

2005200000 男性・男児用の靴下類、靴下の製造 Manufacturing of men's and boys' hosiery and socks 11 繊維工業

2005225000 女性・女児用の靴下類、靴下の製造 Manufacturing of women's and girls' hosiery and socks 11 繊維工業

      14101010102 履物、靴用アクセサリー Footwear and shoe accessories

2005250000
幼児用を除く、ゴム製及びプラスチック製の履物（ゴム製又は
プラスチック製の靴底をゴム、プラスチック製、又は布製の甲
革に固定したものを含む）の製造

Manufacturing of rubber and plastics footwear (including rubber or
plastic soles molded or cemented to rubber, plastic, or fabric uppers),
excluding infants'

19 ゴム製品製造業

2005275000 運動用を除く男性用履物（サイズ６以上のもの）の製造 Manufacturing of men's footwear (size 6 and larger), excluding athletic 20
なめし革・同製品・
毛皮製造業

2005300000 運動用を除く女性用履物（サイズ４以上のもの）の製造
Manufacturing of women's footwear (size 4 and larger), excluding
athletic 20

なめし革・同製品・
毛皮製造業

2005325000 乳児用の履物の製造 Manufacturing of infants' footwear 20
なめし革・同製品・
毛皮製造業

2005325003
乳児用ゴム製及びプラスチック製の履き物（ゴム製又はプラス
チック製の靴底をゴム、プラスチック製、又は布製の甲革に固
定したものを含む）の製造

Manufacturing of rubber and plastics footwear, infants' (including
rubber or plastic soles molded or cemented to rubber, plastic, or fabric
uppers)

19 ゴム製品製造業

2005325006 運動用やスリッパを含むその他の幼児用の履物（ゴム製及びプ
ラスチック製の靴底のものを除く）

Manufacturing of other footwear, infants' (including athletic and
slippers), excluding rubber- and plastic-soled footwear 11 繊維工業

2005350000
その他の履物（ハウススリッパ及びスリッパソックスを含み、
幼児用のゴム製及びプラスチック製の靴底のものを除く）の製
造

Manufacturing of other footwear (including house slippers and slipper
socks), excluding infants' and rubber- and plastic-soled footwear 11 繊維工業

2005400000 靴墨や靴用洗剤の製造 Manufacturing of shoe polishes and cleaners 16 化学工業

      14101010103 服飾品、アクセサリー（靴・ハンドバッグ・宝飾品を除く）
Clothing accessories and personal accessories, except shoes, handbags,
and jewelry

2005400000 帽子、婦人用帽子の製造 Manufacturing of hats, caps, and millinery 11 繊維工業

2005425000 手袋の製造 Manufacturing of gloves and mittens 11 繊維工業

2005425003 すべての布地又は皮革と布地の組み合わせた手袋の製造
Manufacturing of gloves and mittens, all fabric or leather-and-fabric
combinations 11 繊維工業

2005425006 すべて皮革製の手袋の製造 Manufacturing of gloves and mittens, all leather 20
なめし革・同製品・
毛皮製造業

2005450000 ネックウェアの製造 Manufacturing of neckwear 11 繊維工業

2005475000 ベルトの製造 Manufacturing of belts 11 繊維工業

2005475003 女性・女児用の皮革製ベルトの製造 Manufacturing of women's and girls' leather belts 20
なめし革・同製品・
毛皮製造業

2005475006 男性・男児用の皮革製ベルトの製造 Manufacturing of men's and boys' leather belts 20
なめし革・同製品・
毛皮製造業

2005475009 女性・女児用の皮革製以外のベルトの製造 Manufacturing of women's and girls' belts, excluding leather 11 繊維工業

2005475012 男性・男児用の皮革製以外のベルトの製造 Manufacturing of men's and boys' belts, excluding leather 11 繊維工業
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大分類14 被服、履物、アクセサリー及び関連製品
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2005500000
プラスチック製又はゴム（50％以上）製の身の回り品 （エプロ
ン、よだれかけ、レインハット、シャワーキャップを含む）の
製造

Manufacturing of apparel accessories (including aprons, bibs, rainhats,
and shower and bathing caps), plastic or rubber (50 percent or greater) 32 その他の製造業

2005525000 ホースサポーター、アームバンド、サスペンダー、ハンカチの
製造

Manufacturing of hose supporters, arm bands, suspenders, and
handkerchiefs 11 繊維工業

小分類14102 ファッションアクセサリー Fashion accessories

  1410201 ファッションアクセサリー Fashion accessories

    141020101 ファッションアクセサリー Fashion accessories

      14102010101 2005550000 皮革及び皮革風の身の回り品（成人女子・子ども用ハンドバッ
グ、財布を含む）

Leather and leather-like personal goods, including women's and
children's handbags and purses 20

なめし革・同製品・
毛皮製造業

      14102010102 時計、高級宝飾品（ファインジュエリー）、模造宝飾品（コス
チュームジュエリー）

Watches, fine jewelry, and costume jewelry

2005575000 時計（時計バンドと電池を除く）の製造 Manufacturing of watches (excluding watch bands and batteries) 32 その他の製造業

2005600000
宝飾品、身の回り品（衣装を除く）、金及びプラチナ（金及び
プラチナを銀及び非貴金属に被覆又はメッキしたものを除く）
の製造

Manufacturing of jewelry and personal goods (excluding costume),
gold and platinum (excluding gold and platinum clad or plated to silver
and nonprecious metals)

32 その他の製造業

2005625000
その他すべての貴金属・種類の宝飾品及び身の回り品（衣装を
除き、銀製及び銀被覆の宝飾品、 貴石、半貴石、真珠の宝飾
品、 金属コインを含む）の製造

Manufacturing of jewelry and personal goods (excluding costume), all
other precious metals and types, including silver and silver-clad jewelry;
jewelry made of precious stones, semi-precious stones, or pearls; and
stamped metal coins

32 その他の製造業

2005650000 模造宝飾品の製造 Manufacturing of costume jewelry 32 その他の製造業
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大分類21 家庭用品、身の回り品及び関連製品
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

大分類21 家庭用品、身の回り品及び関連製品
Household and personal goods, and related
products

中分類211 家庭用品、身の回り品及び関連製品 Household and personal goods

小分類21101 家庭用家具、家具、アクセサリー Home furniture, furnishings, and accessories

  2110101 家庭用家具及びマットレス Home furniture and mattresses

    211010101 家庭用家具及びマットレス Home furniture and mattresses

      21101010101 家庭用家具 Home furniture

2005675000
オーダーメイドを除く、室内用住宅の室内ダベンポート及びソ
ファ、二人掛けソファ、長椅子の製造（セット販売される椅子
及びユニット式のソファーピースを除く）

Manufacturing of upholstered indoor home davenports, sofas,
loveseats, and settees (excluding chairs sold as part of suites and
sectional sofa pieces), excluding custom-made

13
家具・装備品製造
業

2005700000 オーダーメイドを除いた、一人用のもの（株価兼用睡眠家具を
除く）を含む、布張り室内ユニット式ソファの製造

Manufacturing of upholstered indoor home sectional sofa pieces,
including pieces seating one person (excluding stock line dual-purpose
sleep furniture), excluding custom-made

13
家具・装備品製造
業

2005725000 オーダーメイドを除く回転式揺り椅子を含む室内用布張り揺り
椅子の製造

Manufacturing of upholstered indoor home rocking chairs, including
swivel rockers, excluding custom-made 13

家具・装備品製造
業

2005750000 オーダーメイドを除く室内用布張りリクライニングチェアの製
造

Manufacturing of upholstered indoor home reclining chairs, excluding
custom-made 13

家具・装備品製造
業

2005775000 オーダーメイドを含むその他のタイプの室内用布張り家具の製
造（株式兼用睡眠家具を除く）

Manufacturing of upholstered indoor home furniture, other types
(excluding stock line dual-purpose sleep furniture), including custom-
made

13
家具・装備品製造
業

2005800000
オーダーメイドを除く、二重用途の睡眠家具（ソファベッド及
びジャックナイフソファ、椅子兼用ベッド、寝椅子、布団を含
む）の製造

Manufacturing of dual-purpose sleep furniture (including convertible
sofas, jackknife sofa and chair beds, studio couches, and futons shipped
with frames), excluding custom-made

13
家具・装備品製造
業

2005825000 オーダーメイドを除く、布張りのないウッドデン、図書館、家
族および居間の家具の製造

Manufacturing of nonupholstered wood den, library, family and living
room furniture, excluding custom-made 13

家具・装備品製造
業

2005850000 オーダーメイドを除く、布張りのない木製のダイニングルーム
およびキッチン家具（キッチンキャビネットを除く）の製造

Manufacturing of nonupholstered wood dining room and kitchen
furniture (excluding kitchen cabinets), excluding custom-made 13

家具・装備品製造
業

2005875000 オーダーメイドを除く、布張りのない寝室用家具の製造
Manufacturing of nonupholstered wood bedroom furniture, excluding
custom-made 13

家具・装備品製造
業

2005900000 オーダーメイドを除く、布張りのない幼児用家具および子供用
家具の製造

Manufacturing of nonupholstered wood infants' and children's furniture,
excluding custom-made 13

家具・装備品製造
業

2005925000
屋外用およびオーダーメイドを除く、他のタイプ（未塗装およ
び組み立て可能な状態を含む）の布張りのない木製家庭用家具
の製造

Manufacturing of nonupholstered wood household furniture, other
types (including unpainted and ready-to-assemble), excluding outdoor
and custom-made

13
家具・装備品製造
業

2005950000
オーダーメイドの布張りのない木製家庭用家具（キッチンキャ
ビネット、洗面化粧台、および関連キャビネットワークを除
く）の製造

Manufacturing of nonupholstered wood household furniture (excluding
kitchen cabinets, bathroom vanities, and related cabinetwork), custom-
made

13
家具・装備品製造
業

2005975000
金属製の屋内用家庭用家具、ダイニングルーム、キッチン（中
綿入りで質素な座席や、テーブル、キャビネット、カートを含
む）の製造

Manufacturing of  metal indoor household furniture, dining room and
kitchen, including padded and plain seating, tables, cabinets, and carts 13

家具・装備品製造
業

2006025000 室内用金属家具、ベッド（軍隊用、折りたたみ式、ロール式、
ベビーベッドを含む）の製造

Manufacturing of metal indoor household furniture, beds (including
army, folding, and rollable cots, and bed frames), nonupholstered 13

家具・装備品製造
業

2006050000 布張りのないその他の金属製家庭用家具 Metal household furniture, other types, nonupholstered 13
家具・装備品製造
業

2006050003
布張りのない、室内用の金属製家具、幼児用及び子供用（椅
子、チャイルドシート、ベビーサークル、遊び場、携帯用ベッ
ド、テーブルを含む）の製造

Manufacturing of metal indoor household furniture, infants' and
children's (including chairs, car seats, playpens, play yards, portable
cribs, and tables), nonupholstered

13
家具・装備品製造
業

2006050006 布張りのない、室内用金属家具、その他のタイプ（薬品戸棚や
折りたたみトレイを含む）の製造

Manufacturing of metal indoor household furniture, other types,
including medicine cabinets and folding trays, nonupholstered 13

家具・装備品製造
業

2006075000
プラスチック製のオーディオ及びテレビを含む屋内の家庭用
キャビネットの製造（住居用として使用されるキャビネットを
除く）

Manufacturing of indoor household cabinets, including audio and
television (excluding cabinets used as housings), plastics 13

家具・装備品製造
業

2006100000 布張りのない、着席用及び洗濯物入れを含む、室内用家具（籐
製、葦製、籐製、および柳製）の製造

Manufacturing of indoor household furniture (rattan, reed, wicker, and
willow), nonupholstered, including seating and laundry hampers 13

家具・装備品製造
業

2006125000
幼児用チャイルドシート（木材および金属を除く）、屋外用プ
ラスチック及びゴム製家具を含む布張りのない、その他のタイ
プの家具の製造

Manufacturing of indoor household furniture, nonupholstered, other
types, including infant car seats (excluding wood and metal), and
outdoor plastics and rubber furniture

13
家具・装備品製造
業

2006150000 木材及び金属製屋外用家具の製造 Manufacturing of wood and metal outdoor furniture 13
家具・装備品製造
業

2006150003 オーダーメイドを除く、屋外用の布張りのない木製家具の製造
Manufacturing of nonupholstered wood furniture, outdoor, excluding
custom-made 13

家具・装備品製造
業

2006150006
布張りのない、組み立て済みおよび組み立て可能な屋外用及び
カジュアル用（ビーチ、芝生、庭、およびポーチを含む）の金
属製家庭用家具の製造

Manufacturing of metal household furniture, outdoor and casual
(including beach, lawn, garden, and porch), nonupholstered, assembled
and ready-to-assemble

13
家具・装備品製造
業

      21101010102 マットレス（線ばね式、ばね内臓・その他のマットレスを含
む）

Mattresses, including wire spring, innerspring, and other mattresses

2006175000
ベビーベッドサイズを除く、マットレス、ばね内蔵（ポリウレ
タン、ラバートッパーパッド、ハリウッドベッドの一部として
販売されているマットレスを含む）の製造

Manufacturing of mattresses, innerspring (including polyurethane,
rubber topper pads, and mattresses sold as part of hollywood beds),
excluding crib-size

13
家具・装備品製造
業

2006200000
ハイブリッド型浮遊式睡眠アンサンブル及び電気調節可能睡眠
アンサンブルに組み込まれたスプリングの入った基礎のものを
除く基礎の製造

Manufacturing of foundations, excluding innerspring units and
foundations incorporated into hybrid-type flotation sleep ensembles and
electric adjustable sleep ensembles

13
家具・装備品製造
業

2006225000 従来のウォーターベッドを除く、睡眠システムアンサンブル及
びマットレスの製造

Manufacturing of sleep system ensembles and mattresses, excluding
conventional waterbeds 13

家具・装備品製造
業

2006250000 その他の種類のマットレスの製造 Manufacturing of mattresses, other types 13
家具・装備品製造
業

2006275000 エアマットレスの製造 Manufacturing of air mattresses 13
家具・装備品製造
業

  2110102 家具とアクセサリー
ウィンドウトリートメント

Home furnishings and accessories
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大分類21 家庭用品、身の回り品及び関連製品
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

    211010201 窓装飾品 Window treatments

      21101020101 窓装飾品 Window treatments

2006300000
カーテン（窓を含む）及びニット及びレースのカーテンを含む
カーテン（織布および特注品、すべての長さ、すべての布地
（ガラスを含む）の製造

Manufacturing of curtains (including window) and draperies, woven
and custom, all lengths, all fabrics (including glass), including knit and
lace curtains

11 繊維工業

2006325000 アクセサリーやローラーを含むブラインドの製造 Manufacturing of window shades, including accessories and rollers 13
家具・装備品製造
業

2006350000 部品やパーツを含むベネチアンブラインドの製造 Manufacturing of venetian blinds, including components and parts 13
家具・装備品製造
業

2006375000 日よけを除く、その他すべてのタイプのブラインド及びシェー
ドの製造

Manufacturing of blinds and shades, all other types, excluding awnings 13
家具・装備品製造
業

2006400000 カーテン及びカーテン備品、ポール、ロッドの製造（ブライン
ドアクセサリー及びローラーを除く）

Manufacturing of curtain and drapery fixtures, poles, and rods
(excluding window shade accessories and rollers) 11 繊維工業

    211010202 家庭用リネン及びその他の家庭用繊維製品（床材及び窓の処理
を除く）

Household linens and other household textile products, except floor
coverings and window treatments

      21101020201 浴用リネン Bath linens

2006425000 タオルや手ぬぐいの製造 Manufacturing of towels and washcloths 11 繊維工業

2006450000
プラスチック（布張りではないフィルム）及びコーティング
布、その他すべての種類の材料を含むシャワー浴カーテンの製
造

Manufacturing of shower bath curtains, including plastics (unsupported
film), coated fabrics, and all other types of materials 11 繊維工業

      21101020202 ベッド用リネン Bed linens

2006475000 ベッドカバーの製造 Manufacturing of bedspreads 11 繊維工業

2006500000 シーツや枕カバーの製造 Manufacturing of sheets and pillowcases 11 繊維工業

2006525000 ダウンフィルドを含む、羽毛布団やキルトの製造 Manufacturing of comforters and quilts, including down filled 11 繊維工業

2006550000 毛布の製造 Manufacturing of blankets 11 繊維工業

2006575000 カバー、キルティング、完全または主に綿、およびその他すべ
ての布地を含むマットレスプロテクターの製造

Manufacturing of mattress protectors, including covers, quilted, wholly
or chiefly cotton and all other fabrics 11 繊維工業

      21101020203 その他の家庭用繊維製品（床敷物・窓装飾品を除く）
Other household textile products, except floor coverings and window
treatments

2006600000
ニット及びかぎ針編み、プラスチックを含むテーブルリネン
（テーブルクロス、ナプキン、プレースマット、プレースマッ
トセットなど）の製造

Manufacturing of table linen (tablecloths, napkins, placemats, placemat
sets, etc ), including knitted, crocheted, and plastics 11 繊維工業

2006625000 枕やクッションの製造 Manufacturing of pillows and cushions 11 繊維工業

2006625003 枕やクッション、ファンシー、発泡ゴムなどの素材の製造
Manufacturing of pillows and cushions, fancy, foam rubber and other
materials 11 繊維工業

2006625006 気泡ゴムを含む化学繊維などでできた枕、ベッドの製造
Manufacturing of pillows, bed, manmade fiber-filled and other
materials, including foam 11 繊維工業

2006625009 気泡ゴムなどでできた枕やクッション、その他すべての種類
（ベッドやファンシーを除く）の製造

Manufacturing of pillows and cushions, all other types (excluding bed
and fancy), foam rubber and other materials 11 繊維工業

2006650000
家具や布張りのないマットレスカバー、布地、プラスチック、
その他の素材（紙を除く）、その他の種類（オーダーメイドを
含む）を含む家具カバーの製造

Manufacturing of slipcovers, including furniture and nonquilted
mattress covers, fabrics, plastics, other materials (excluding paper),
other types (including custom)

11 繊維工業

2006675000 ベッド用キルトを除く、キルト用家庭用品の製造 Manufacturing of quilted household products, excluding bed quilts 11 繊維工業

2006700000 床の敷物や窓周りの装飾を除く、他のすべての家庭用繊維製品
の製造

Manufacturing of all other household textile products, excluding floor
coverings and window treatments 11 繊維工業

    211010205 他に分類されない装飾品（すべての材料） Decorative articles, all materials, nec

      21101020501 他に分類されない装飾品（すべての材料） Decorative articles, all materials, nec

2006775000 彫像及び関連美術品の製造 Manufacturing of statuary and related art goods 24 金属製品製造業

2006775003 灰皿、ブックエンド、額縁、トロフィーなどの木像やその他の
装飾品の製造

Manufacturing of wood statuettes and other ornaments, including
ashtrays, bookends, plaques, and trophies 24 金属製品製造業

2006775006 粘土彫像及び美術品の製造 Manufacturing of clay statuary and art goods 21
窯業・土石製品製
造業

2006775009 石膏彫像及び美術品の製造 Manufacturing of gypsum statuary and art goods 21
窯業・土石製品製
造業

2006800000 土器及び石器を含む、陶磁器、磁器、装飾用及び新しい陶器の
製造

Manufacturing of china and porcelain art, decorative, and novelty
potteryware, including earthenware and stoneware 21

窯業・土石製品製
造業

2006825000 真っ赤な素焼き陶器（植木鉢など）の製造 Manufacturing of red unglazed earthenware (flowerpots, etc ) 21
窯業・土石製品製
造業

2006850000 プラスチック装飾植木鉢及び植木鉢、プランター、付属品の製
造（気泡ゴム及びワイヤーコーティングを除く）

Manufacturing of plastics decorative flowerpots, flower boxes, planters,
and accessories (excluding foam and wire coated) 18

プラスチック製品製
造業

2006875000 竹及び籐、柳、チップバスケット、枝編み細工品、繊維状植物
性物質の関連製品の製造（家具や洗濯物入れを除く）

Manufacturing of bamboo, rattan, willow, and chip basketwork,
wickerwork, and related products of fibrous vegetable substances,
excluding furniture and laundry hampers

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2006900000 ミラー、額縁、木材の製造 Manufacturing of mirror and picture frames, wood 13
家具・装備品製造
業

2006925000 額縁写真、木材の製造 Manufacturing of framed pictures, wood 13
家具・装備品製造
業

2006950000 額入り写真を含む、他の鏡や額縁の製造
Manufacturing of other mirror and picture frames, including framed
pictures 13

家具・装備品製造
業

2006975000 自動車のものを除く、枠なしおよび枠付きミラー（装飾および
装飾なし）の製造

Manufacturing of unframed and framed mirrors (decorated and
undecorated), excluding automotive 13

家具・装備品製造
業
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大分類21 家庭用品、身の回り品及び関連製品
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2007000000 羽毛や羽根飾りを含む人工木、花、果物、そして花輪の製造
Manufacturing of artificial trees, flowers, fruits, and wreaths, including
feathers and plumes 32 その他の製造業

2007025000 ガラスや電気を除く、クリスマスツリーの装飾品や装飾品の製
造

Manufacturing of Christmas tree ornaments and decorations, excluding
glass and electric 32 その他の製造業

2007050000 乾燥及び化学的に保存された花、葉、果物、およびつるから作
られたものを含むポプリの製造

Manufacturing of potpourri, including potpourri made from dried and
chemically preserved flowers, foliage, fruits, and vines 32 その他の製造業

    211010206 その他の家庭用品 Other household furnishings

      21101020601 2007075000 その他の家庭用品 Other household furnishings 32 その他の製造業

2007075003
プラスチック製バス用品（シャワー及び入浴剤、シャワー及び
バスマット、ティッシュホルダー、歯ブラシホルダー、便器用
ブラシなど）の製造（気泡ゴム及びワイヤーコーティングを除
く）

Manufacturing of plastics bathware (shower and bath caddies, shower
and bathmats, tissue holders, toothbrush holders, toilet bowl brushes,
etc ) (excluding foam and wire coated)

18
プラスチック製品製
造業

2007075006
プラスチック製整理ケース、クローゼット、引き出し、棚用ホ
ルダー（ペーパータオルホルダー、ダストモップ、ほうきな
ど）の製造（気泡ゴム及びワイヤーコーティングを除く）

Manufacturing of plastics organizers and holders for closets, drawers,
and shelves (paper towel holders, dust mop and broom holders, etc )
(excluding foam and wire coated)

13
家具・装備品製造
業

2007075009 暖炉の備品および機器の製造（アイロン、スクリーン、トン
グ、その他の消防用具を含む）

Manufacturing of fireplace fixtures and equipment (including irons,
screens, tongs, and other fire tools) 32 その他の製造業

2007075012 目覚まし時計、家庭用時計、および家庭用時間メカニズムの製
造

Manufacturing of alarm clocks, household clocks, and household timing
mechanisms 32 その他の製造業

2007075015 目覚まし時計を除く、その他の時計の製造 Manufacturing of other complete clocks, excluding alarm clocks 32 その他の製造業

2007075018 キャンバスオーニングの製造 Manufacturing of canvas awnings 11 繊維工業

小分類21103 台所用品、食器類、卓上食器類（プラスチック製食器類を含
む）及び家庭用品

Kitchenware, dinnerware, tableware (including plastics
tableware), and utensils

  2110301 台所用品、食器類、卓上食器類（プラスチック製食器類を含
む）及び家庭用品

Kitchenware, dinnerware, tableware (including plastics tableware), and
utensils

    211030101 台所用品、食器類、卓上食器類（プラスチック製食器類を含
む）及び家庭用品

Kitchenware, dinnerware, tableware (including plastics tableware), and
utensils

      21103010101 台所用品、食器類、卓上食器類（プラスチック製食器類を含
む）及び家庭用品

Kitchenware, dinnerware, tableware (including plastics tableware), and
utensils

2007400000
ガラス質の陶磁器、磁器、陶器（半ガラス）のテーブル及び台
所用品（家庭用又はホテル用、商業用を含む）の製造（骨及び
長石を含む）

Manufacturing of vitreous china, porcelain, and earthenware
(semivitreous) table and kitchenware (including household, hotel, or
commercial uses) (including bone and feldspar)

13
家具・装備品製造
業

2007425000 家庭用および商業用（給仕用及び調理用、調合用、食べ物・飲
み物の保管用）の陶器製テーブル及びキッチン用品の製造

Manufacturing of stoneware table and kitchen articles, household and
commercial (for serving, cooking, preparing, and storing food and
drink)

13
家具・装備品製造
業

2007450000 木製の食器や台所用品の製造 Manufacturing of wood tableware and kitchenware 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2007475000 プラスチック製食器類、食卓用食器類、台所用品類、オーブン
電子レンジ製品の製造（スポンジ及びカップを除く）

Manufacturing of plastics dinnerware, tableware, kitchenware, and
oven-microwave ware (excluding foam and cups) 18

プラスチック製品製
造業

2007500000 機械加工のプレス・ブローテーブル及びキッチン、アート、新
しいガラス製品の製造

Manufacturing of machine-made pressed and blown table, kitchen, art,
and novelty glassware 13

家具・装備品製造
業

2007500003 食卓用食器類の製造（飲食用で調理用ではないもの）
Manufacturing of tableware (items in which food and beverages are
served but not prepared) 24 金属製品製造業

2007500006 調理器具、オーブン調理器具、台所用品の製造（電子レンジ専
門品を含む）

Manufacturing of cookware, ovenware, and kitchenware (including
microwave specialty pieces) 29

電気機械器具製造
業

2007500009 装飾品及び飾り、新しいガラス製品、喫煙者用アクセサリーの
製造

Manufacturing of ornamental, decorative, novelty glassware and
smokers accessories 21

窯業・土石製品製
造業

2007500012 その他のテーブル、キッチン、アート、新しいガラス製品の製
造

Manufacturing of other table, kitchen, art, and novelty glassware 13
家具・装備品製造
業

2007525000 手作りの吹きガラス製品の製造 Manufacturing of handmade pressed and blown glassware 21
窯業・土石製品製
造業

2007550000
メッキ及び電気メッキ、金属製器具及び彫刻セット、メッキ金
属、ベースメタルクラッド（貴金属を除く）を含む食器類およ
びカトラリー（ナイフ、フォーク、スプーンなど）の製造

Manufacturing of table flatware and cutlery (knives, forks, spoons etc )
including plated and electroplated, whole metal utensils and carving
sets, plated metal, base metal clad (excluding precious)

24 金属製品製造業

2007575000 彫刻セットを除く、キッチン用食器類（ナイフ、フォーク、包
丁、肉屋、肉詰め物を含む）の製造

Manufacturing of kitchen cutlery (including knives, forks, cleavers,
butchers', and meat packing), excluding carving sets 24 金属製品製造業

2007600000 彫刻セットを除く、キッチン用食器類（ナイフ、フォーク、包
丁、食肉処理用、精肉用を含む）の製造

Manufacturing of silverware and hollowware made of precious solid or
clad metal 24 金属製品製造業

2007625000
ベビー用品及び教会用品、ノベルティ、トイレ用品、トロ
フィーを含む、メッキ製、メッキ製ではないもの、電気メッ
キ、貴金属および非貴金属の陶器の製造

Manufacturing of hollowware, unplated, plated, and electroplated,
precious and nonprecious metals, including baby goods, ecclesiastical
ware, novelties, toiletware, and trophies

24 金属製品製造業

2007650000 圧力鍋を含む、レンジ上の家庭用刻印および紡糸アルミニウム
家庭用品（一般に熱源の上に直接使用される品目）の製造

Manufacturing of top of range household stamped and spun aluminum
utensils (items generally used directly on top of source of heat),
including pressure cookers

24 金属製品製造業

2007675000 商業用および病院用を含む、刻印および紡糸された他のアルミ
ニウム製調理器具および台所用品の製造

Manufacturing of other stamped and spun aluminum cooking and
kitchen utensils, including commercial and hospital 24 金属製品製造業

2007675003 家庭用刻印及び紡糸アルミニウム器具、調理器具、キッチンの
製造

Manufacturing of household stamped and spun aluminum utensils,
cooking and kitchen, excluding top of range 24 金属製品製造業

2007675006 キャンプ用および屋外用の刻印および紡糸アルミニウム調理機
器の製造

Manufacturing of camping and outdoor stamped and spun aluminum
cooking equipment 24 金属製品製造業

2007675009 その他の刻印および紡糸アルミニウム調理器具および台所用品
（商業用および病院用を含む）の製造

Manufacturing of other stamped and spun aluminum cooking and
kitchen utensils (including commercial and hospital) 24 金属製品製造業

2007700000 レンジ上の家庭用刻印および紡糸ステンレス鋼器具（一般的に
熱源の上に直接使用される品目）の製造

Manufacturing of top of range household stamped and spun stainless
steel utensils (items generally used directly on top of source of heat) 24 金属製品製造業

2007725000 アルミニウムを除く、他の刻印及び紡糸調理器具、台所用品の
製造（銅及びガラス質エナメルを含む）

Manufacturing of other stamped and spun cooking and kitchen utensils,
excluding aluminum (including copper and vitreous enamel) 24 金属製品製造業

2007725003
業務用、病院用、屋外の調理器具を含む、アルミニウムを除
く、他の刻印および紡糸ステンレス鋼調理器具および台所用品
の製造

Manufacturing of other stamped and spun stainless steel cooking and
kitchen utensils, excluding aluminum, including commercial, hospital,
and outdoor cooking equipment

24 金属製品製造業

2007725006 ブリキ製品の製造（家庭用、商業用、病院用、屋外用調理器具
を含む）

Manufacturing of tinware (including household, commercial, hospital,
and outdoor cooking equipment) 24 金属製品製造業
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大分類21 家庭用品、身の回り品及び関連製品
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類
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米センサス

コード
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2007725009 アルミニウム（銅およびガラス質エナメルを含む）を除く、刻
印及び紡糸調理器具、台所用品の製造

Manufacturing of stamped and spun cooking and kitchen utensils,
excluding aluminum (including copper and vitreous enamel), nec 24 金属製品製造業

2007750000 非電気鋳造アルミニウム圧力鍋（家庭用タイプ）及び非電気鋳
造アルミニウム調理器具の製造

Manufacturing of nonelectric cast aluminum pressure cookers
(household-type) and nonelectric cast aluminum cooking utensils 24 金属製品製造業

小分類21104 家庭用清掃、洗濯洗剤及び消耗品 Home cleaning and laundry chemicals and supplies

  2110401 家庭用清掃、洗濯洗剤及び消耗品 Home cleaning and laundry chemicals and supplies

      21104010102 家庭用清掃・洗濯消耗品 Home cleaning and laundry supplies

2007975000 ほうきの製造 Manufacturing of brooms 32 その他の製造業

2007975003 家庭の床用ほうきの製造 Manufacturing of brooms, household floor 32 その他の製造業

2007975006 その他の種類のほうきの製造（炉、工業用、厩舎用、街路用、
街路清掃機など）

Manufacturing of brooms, other types (hearth, industrial, stable, street,
streetsweeping machine, etc ) 32 その他の製造業

2008000000 詰め替え用を含むモップと雑巾の製造 Manufacturing of mops and dusters, including refills 32 その他の製造業

2008025000 家庭用のブラシの製造及び維持管理（ほこりとり用、床用、磨
き用、ツイストインワイヤー、窓用を含む）

Manufacturing of brushes, maintenance (including dusting, floor, scrub,
twisted-in-wire, and window), household 32 その他の製造業

2008050000 加工ダストラグの製造 Manufacturing of fabricated dust rags 32 その他の製造業

2008075000 スチールウール及び金属研磨パッド（石鹸付きパッドを含む）
の製造

Manufacturing of steel wool and metal scouring pads (including pads
with soap) 24 金属製品製造業

2008100000 プラスチックスポンジ及びスクラブパッドの製造（フォームを
除く）

Manufacturing of plastics sponges and scrubbing pads (excluding foam) 18
プラスチック製品製
造業

2008350000 家庭用ゴミ袋、ゴミ・ユーティリティコンテナの製造 Manufacturing of household trash bags and trash and utility containers 18
プラスチック製品製
造業

2008350003 プラスチック製ゴミ箱の製造（フォームを除く） Manufacturing of plastics wastebaskets (excluding foam) 18
プラスチック製品製
造業

2008350006 プラスチック製ゴミ容器の製造（ゴミ袋を除く）（フォームを
除く）

Manufacturing of plastics garbage and trash containers (excluding trash
bags) (excluding foam) 18

プラスチック製品製
造業

2008350009
プラスチック製のユーティリティコンテナ（バケツ、手桶、洗
濯用のかご、野菜用の箱、食器など）の製造（フォームを除
く）

Manufacturing of plastics utility containers (buckets, pails, laundry
baskets, vegetable bins, dishpans, etc ) (excluding foam) 18

プラスチック製品製
造業

2008350012 プラスチック製ピクニック水差し、クーラーチェスト、アイス
バケットの製造（フォームを除く）

Manufacturing of plastics picnic jugs, cooler chests, and ice buckets
(excluding foam) 18

プラスチック製品製
造業

2008450000
プラスチック製の流し製品（平皿類、食器用水切り、水切りト
レイ及びマット、流し用マット、三角コーナー、ちりとり、石
鹸入れなど）の製造（フォーム及びワイヤーコーティングを除
く）

Manufacturing of plastics sinkware (flatware, dish drainers, drainer
trays and mats, sink mats, sink strainers, dustpans, soapdishes, etc )
(excluding foam and wire coated)

18
プラスチック製品製
造業

小分類21106 家庭用紙製品（食器類を除く） Household paper products, except tableware

  2110601 家庭用紙製品（食器類を除く） Household paper products, except tableware

    211060101 家庭用紙製品（食器類を除く） Household paper products, except tableware

      21106010101 家庭用紙製品（食器類を除く） Household paper products, except tableware

2008125000 ペーパータオル、小売用包装材（ロール状及び折り畳み、折り
込み）の製造

Manufacturing of paper towels, retail packages (rolled, folded, and
interfolded) 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2008150000 ペーパータオル、工業用パッケージ（ロール状及び折り畳み、
折り込み）の製造

Manufacturing of paper towels, industrial packages (rolled, folded, and
interfolded) 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2008175000 ペーパーワイパー（不織布を除く）を含む、その他の洗浄用紙
製品の製造

Manufacturing of other paper products for cleaning, including paper
wipers (excluding nonwoven) 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2008475000 工業用および小売用パッケージでバルク及びディスペンサータ
イプの紙テーブルナプキンの製造

Manufacturing of paper table napkins, industrial and retail packages,
bulk and dispenser types 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2008500000 家庭用を含む非包装用途のためのワックスがけされた紙及び
ワックスがラミネートされた紙の製造

Manufacturing of waxed and wax-laminated paper for nonpackaging
uses, including household use 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

小分類21107 その他の家庭用品、身の回り品 Household and personal goods, nec.

  2110701 その他の家庭用品、身の回り品 Household and personal goods, nec

    211070101 その他の家庭用品、身の回り品 Household and personal goods, nec

      21107010103 他に分類されないその他の家庭用品、身の回り品 Other household and personal goods, nec

2010975000
ノベルティおよびその他の皮革または皮革代替品（ゴム、プラ
スチック、布地または織物）製品（デスクセット、ホルスター
など）の製造

Manufacturing of novelties and other leather or leather substitute
(rubber, plastics, fabric or textiles) goods (desk sets, holsters, etc ) 20

なめし革・同製品・
毛皮製造業

2010975003 ノベルティ及び皮革または皮革代替品（ゴム、プラスチック、
織物または織物）の製造

Manufacturing of novelties, made of leather or leather substitutes
(rubber, plastics, fabric or textiles) 20

なめし革・同製品・
毛皮製造業

2010975009 その他の皮革または皮革代替品（ゴム、プラスチック、布地ま
たは繊維製品）製品（デスクセット、ホルスターなど）の製造

Manufacturing of other leather or leather substitute (rubber, plastics,
fabric or textiles) goods (desk sets, holsters, etc ) 20

なめし革・同製品・
毛皮製造業

2011000000 宝石箱、銀器の箱、器械の箱、葉巻とたばこの箱、顕微鏡の
箱、道具またはユーティリティケース、および同様の箱の製造

Manufacturing of jewelry boxes, silverware chests, instrument cases,
cigar and cigarette boxes, microscope cases, tool or utility cases, and
similar boxes, cases, and chests

32 その他の製造業

2011025000 融着およびシールされたエッジのリボンの製造（ファストエッ
ジで織られていない）

Manufacturing of ribbons, fused and sealed edge (not woven with fast
edges) 11 繊維工業

2011050000 他のすべてのタイプの加工繊維製品の製造 Manufacturing of fabricated textile products, all other types 11 繊維工業

2011075000 部品を含む傘とパラソルの製造 Manufacturing of umbrellas and parasols, including parts 32 その他の製造業

2008375000 人間が使用するための非電気式バリカン及びその他すべてのナ
イフ（ポケット、ペン、交換用ナイフを含む）の製造

Manufacturing of nonelectric hair clippers for human use, and all other
knives (including pocket, pen, and replacement blade knives) 24 金属製品製造業



19
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2008400000
家庭用のはさみ（理容器、ピンキングや仕立て用のはさみ、マ
ニキュアやペディキュア用のはさみや用具、ピンセットを含
む）、その他工具型を除くすべてのはさみの製造

Manufacturing of household scissors and shears (including barber,
pinking and tailoring shears, manicure and pedicure scissors and
implements, tweezers) and all other scissors and shears excluding tool-
type

24 金属製品製造業

2008425000 台所刃物類を除く、他のすべての刃物類（ナイフ刃を含む）の
製造

Manufacturing of all other cutlery (including knife blades), excluding
kitchen cutlery 24 金属製品製造業

2008430000 紙のパーティー及びホリデーグッズ、アクセサリーの製造 Manufacturing of paper party and holiday goods and accessories 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業
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大分類24 家庭用娯楽・レクリエーション・文化製品
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大分類24 家庭用娯楽・レクリエーション・文化製品

Home entertainment, recreation and culture
products, including household pets and related
products

中分類241 家庭用娯楽・レクリエーション・文化製品 Home entertainment, recreation and culture products

小分類24108
レクリエーション、スポーツ、フィットネス製品（ボート、
オートバイ、その他のスポーツ用車両、楽器を含む）及び関連
製品

Recreation, sports, and fitness products (including boats,
motorcycles, other sports vehicles, and musical
instruments), and related products

  2410801 スポーツ及びレクリエーション用機器及び関連製品 Sporting and recreational equipment, and related products

    241080101 スポーツ及びレクリエーション用具 Sporting and recreational equipment

      24108010101 スポーツ用品 Sporting goods and equipment

2008675000
チームスポーツ用ヘルメット、身体保護具、野球用及びソフト
ボール用バット、その他のチーム用スポーツ用品の製造（衣服
及び靴を除く）

Manufacturing of team sports helmets, body protective equipment,
baseball and softball bats, and other team sports equipment (excluding
apparel and shoes)

32 その他の製造業

2008700000 子供用歩道自転車を除く、すべてのタイプの自転車及びその他
の自転車の製造

Manufacturing of bicycles and other cycles, all types, except children's
sidewalk bikes 31

輸送用機械器具製
造業

2008725000 リファイヤー式ライフル銃/ピストルカートリッジの製造 Manufacturing of rimfire rifle/pistol cartridges 27
業務用機械器具製
造業

2008750000 センターファイアライフル銃カートリッジの製造 Manufacturing of centerfire rifle cartridges 27
業務用機械器具製
造業

2008775000
ライフルとピストルの間で交換可能なカートリッジを含むセン
ターファイア式ピストルカートリッジの製造（30 mm以下、1.18
in。以下）

Manufacturing of centerfire pistol cartridges, including cartridges
interchangeable between rifles and pistols (30 mm or less, 1 18 in  or
less)

27
業務用機械器具製
造業

2008800000 ショットガンシェルの製造 Manufacturing of shotgun shells 27
業務用機械器具製
造業

2008825000 プライマー（30 mm以下、1.18 in。以下）及びその他すべての
弾薬部品の製造

Manufacturing of primers (30 mm or less, 1 18 in  or less) and all other
ammunition components 27

業務用機械器具製
造業

2008850000 センターファイア式ピストル及び回転式連発拳銃の製造 Manufacturing of centerfire pistols and revolvers 27
業務用機械器具製
造業

2008875000 リムファイヤー式ピストルと回転式連発拳銃の製造 Manufacturing of rimfire pistols and revolvers 27
業務用機械器具製
造業

2008900000 半自動小銃を除く小銃の製造 Manufacturing of rifles, excluding semiautomatic rifles 27
業務用機械器具製
造業

2008900003 センターファイアボルトリピーターライフル銃の製造 Manufacturing of centerfire bolt repeater rifles 27
業務用機械器具製
造業

2008900006 その他すべてのセンターファイアライフル銃の製造 Manufacturing of all other centerfire rifles 27
業務用機械器具製
造業

2008900009 リムファイア式ライフル銃の製造 Manufacturing of rimfire rifles 27
業務用機械器具製
造業

2008925000 シングルバレルショットガンやその他の小型銃の製造 Manufacturing of single barrel shotguns and other small firearms 27
業務用機械器具製
造業

2008925003 シングルバレルショットガンの製造 Manufacturing of single barrel shotguns 27
業務用機械器具製
造業

2008925006
その他の小銃器の製造（ダブルバレルショットガン、ライフル
ショットガンとトランキライザーガンを組み合わせたものを含
む）

Manufacturing of other small firearms (including double barrel
shotguns, combination rifle-shotguns, and tranquilizer guns) 27

業務用機械器具製
造業

2008950000 ゴルフボールとクラブの製造 Manufacturing of golf balls and clubs 32 その他の製造業

2008975000
その他のゴルフ用品（ゴルフバッグ、ゴルフバッグ用ハンド
カート、ゴルフクラブシャフト、ティー、トレーニング器具を
含む）の製造

Manufacturing of other golf equipment (including golf bags, handcarts
for golf bags, golf club shafts, tees, and training devices) 32 その他の製造業

2009000000 釣具及び装置の製造 Manufacturing of fishing tackle and equipment 32 その他の製造業

2009025000 キャンプテントや寝袋の製造 Manufacturing of camping tents and sleeping bags 11 繊維工業

2009025003 キャンプテントの製造 Manufacturing of camping tents 11 繊維工業

2009025006 寝袋の製造 Manufacturing of sleeping bags 11 繊維工業

2009050000 その他の運動用品の製造 Manufacturing of other athletic goods 32 その他の製造業

2009050003 ビリヤード及びプール用品の製造 Manufacturing of billiard and pool equipment 32 その他の製造業

2009050006 ボウリングボールの製造 Manufacturing of bowling balls 32 その他の製造業

2009050009 ウィンドサーフィン用ボード、サーフボード、ウォータース
キー、水中スポーツ用具の製造（カメラと時計を除く）

Manufacturing of sailboards, surfboards, water skis, and underwater
sports equipment (excluding cameras and watches) 32 その他の製造業

2009050012 その他のウォータースポーツ用品の製造（カメラ、時計、靴、
衣服を除く）

Manufacturing of other water sports equipment (excluding cameras,
watches, shoes, and apparel) 32 その他の製造業

2009050015 アーチェリー及びテニス用具の製造（衣服、ネット、靴を除
く）

Manufacturing of archery and tennis equipment (excluding apparel,
nets, and shoes) 32 その他の製造業

2009050018 木材、プラスチックのスケートボードの製造 Manufacturing of skateboards, wood and plastics 32 その他の製造業

2009050021 スノースキー、スノーボード、その他のスノースキー用具の製
造

Manufacturing of snow skis, snowboards, and other snow ski
equipment 32 その他の製造業

2009050024 その他のウィンタースポーツ用品の製造 Manufacturing of other winter sports equipment 32 その他の製造業

2009050027
その他のスポーツ用品および運動用品（バドミントン及びペイ
ントボール、ラケットボール、スカッシュ、卓球、ローラース
ケート）の製造（衣服及び一般用の運動靴を除く）

Manufacturing of other sporting and athletic equipment (badminton,
paint ball, racquetball, squash, table tennis, and roller skates) (excluding
apparel and general-use athletic shoes)

32 その他の製造業

2009075000 家庭用遊具（砂場、シーソー、滑り台、ブランコ遊具を含む）
の製造

Manufacturing of playground equipment for home use (including
sandboxes, seesaws, slides, and swing sets) 32 その他の製造業
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大分類24 家庭用娯楽・レクリエーション・文化製品
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2009100000 救命具、オートレース、オートバイ用ヘルメットなどのスポー
ツ活動用の個人用の安全装備の製造

Manufacturing of personal safety equipment for sporting activities, such
as life preservers and auto racing and motorcycle helmets 32 その他の製造業

2009125000 キャンバスセイルの製造 Manufacturing of canvas sails 11 繊維工業

2009130000 充電式電池式、懐中電灯、懐中電灯ランタン、緊急警報灯、発
電機懐中電灯を含む白熱灯携帯用照明器具の製造

Manufacturing of incandescent hand portable lighting equipment,
including rechargeable battery-operated, flashlights, flashlight lanterns,
emergency warning lights, and generator flashlights

29
電気機械器具製造
業

2009135000
非電気照明器具および機器の製造（灯油、ガソリン、プロパ
ン、ブタンなどを使用するランプ及びランタン、並びにあらゆ
る種類の炭化物ランプを含む）

Manufacturing of nonelectric lighting fixtures and equipment, complete
units (including lamps and lanterns using kerosene, gasoline, propane,
butane, etc , and carbide lamps of all types)

24 金属製品製造業

      24108010102 2008700000 二輪自転車、その他の自転車（子ども向け歩道用自転車を除く
全てのタイプ）

Bicycles and other cycles, all types, except children's sidewalk bikes 31
輸送用機械器具製
造業

  2410802 玩具、ゲーム、趣味のキットと消耗品（家庭用）及び関連製品
Toys, games, and hobby kits and supplies (for home use), and related
products

    241080201 おもちゃ、ゲーム、趣味のキットと消耗品（家庭用） Toys, games, and hobby kits and supplies (for home use)

      24108020101 2009150000 人形、アクションフィギュア、動物のおもちゃ、ぬいぐるみ
（部品・附属品を含む）

Dolls, action figures, toy animals, and stuffed toys, including parts and
accessories 32 その他の製造業

      24108020102 2009175000 ベビーカー、子ども用乗物（子ども用乗物の部品を含む）（自
転車を除く）

Baby carriages and children's vehicles (including parts for children's
vehicles), except bicycles 32 その他の製造業

      24108020103 2009200000 模型（作動型・非作動型）、工作キット・用品、自然科学キッ
ト・セット、収集家用ミニチュア

Models (operating and static), craft kits and supplies, natural science
kits and sets, and collectors' miniatures 32 その他の製造業

      24108020104 2009225000 非電子ゲーム・パズル（部品を含む） Nonelectronic games and puzzles, including parts 32 その他の製造業

2009225003 トランプの製造 Manufacturing of playing cards 32 その他の製造業

2009225006 部品を含むその他の非電子ゲーム及びパズルの製造
Manufacturing of other nonelectronic games and puzzles, including
parts 32 その他の製造業

      24108020105 2009250000 その他の非電子・非乗物玩具（部品を含む） Other nonelectronic, nonriding toys, including parts 32 その他の製造業

      24108020106 2009275000
電子玩具・ゲーム（ビデオゲーム装置・手持ちサイズの家庭用
電子ビデオゲームを含む）（カートリッジ・ディスク・テープ
を除く）

Electronic toys and games (including video game devices and hand-held
electronic home video games), except cartridges, disks, and tapes 32 その他の製造業

  2410804 楽器及び関連製品 Musical instruments and related products

    241080401 楽器 Musical instruments

      24108040101 楽器 Musical instruments

2009575000 非電子のピアノの製造 Manufacturing of pianos, nonelectronic 32 その他の製造業

2009625000 オルガンの製造 Manufacturing of organs 32 その他の製造業

2009625003 オルガン、パイプ、リードの製造 Manufacturing of organs, pipe and reed 32 その他の製造業

2009625006 電子のものを含む、その他の種類のオルガンの製造 Manufacturing of organs, other types, including electronic 32 その他の製造業

2009650000 電子オルガンを除く楽器、電子、その他のタイプ（ピアノ及び
シンセサイザーを含む）の製造

Manufacturing of musical instruments, electronic, other types (including
pianos and synthesizers), excluding electronic organs 32 その他の製造業

2009675000 非電子のその他の種類の楽器製造 Manufacturing of musical instruments, nonelectronic, other types 32 その他の製造業

中分類242 家庭用ペット及び関連製品 Household pets and related products

小分類24201 家庭用ペット及び関連製品 Household pets and related products

  2420102 家庭用ペット用の食料、備品及び付属品 Food, supplies, and accessories for household pets

    242010201 家庭用ペット用食品 Food for household pets

      24201020101 2009725000 特製ペット飼料 Specialty pet feed 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2009725003 犬、猫を除く鳥、魚、ペットフード、飼料の製造
Manufacturing of specialty bird, fish and pet food and feed, excluding
dog and cat 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2009725006 専門研究所（ねずみ、モルモットなど）飼料の製造 Manufacturing of specialty laboratory (mouse, guinea pig, etc ) feed 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

      24201020102 ドッグフード Dog food

2009750000 ドッグフードの製造 Manufacturing of canned dog food 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2009775000 ドライ及びセミモイストドッグフードの製造 Manufacturing of dry and semi moist dog food 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

      24201020103 キャットフード Cat food

2009800000 キャットフード缶詰の製造 Manufacturing of canned cat food 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2009825000 ドライ及びセミモイストキャットフードの製造 Manufacturing of dry and semi moist cat food 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

      24201020104 2009850000 家庭用ペット用品・装飾品 Supplies and accessories for household pets 32 その他の製造業

2009850003 家庭用ペット用品（犬の首輪、鎖など）の製造 Manufacturing of household pet accessories (dog collars, leashes, etc ) 32 その他の製造業

2009850006 ペット用玩具の製造 Manufacturing of pet toys 32 その他の製造業

2009850009 水槽及び関連製品の製造 Manufacturing of aquariums and related products 32 その他の製造業
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大分類24 家庭用娯楽・レクリエーション・文化製品
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2009850012 天然及び未処理の材料を除く、猫用トイレの製造 Manufacturing of cat litter, excluding natural and untreated materials 32 その他の製造業
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大分類34
教育サービス、個人用ヘルスケア及び関連製品、他に
分類されない公的・コミュニティ・社会サービス

JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び
米センサスコード一覧

日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

大分類34 教育サービス、個人用ヘルスケア及び関連製品、他
に分類されない公的・コミュニティ・社会サービス

Educational services, health care and related
products for persons, and public, community,
and social services, nec., except public
administration services

中分類342 個人用ヘルスケア及び関連製品 Health care and related products for persons

小分類34202 ヘルスケア機器、家電製品及び人用用品及び関連製品
Health care equipment, appliances, and supplies for
persons, and related products

  3420201 医療機器、家電製品及び人用用品 Health care equipment, appliances, and supplies for persons

    342020101 医療機器、家電製品及び人用用品 Health care equipment, appliances, and supplies for persons

      34202010101 整形外科用補綴器具、その他のタイプ（眼内レンズを除く）
Orthopedic and prosthetic appliances, other types, except intraocular
lenses

2045825000 人工関節、義肢の製造 Manufacturing of artificial joints and limbs 27
業務用機械器具製
造業

2010350000 眼内レンズを除く、その他のタイプの整形外科用・補綴用器具
の製造

Manufacturing of orthopedic and prosthetic appliances, other types,
excluding intraocular lenses 27

業務用機械器具製
造業

2010350003 車椅子を含む、整形外科用・補綴用の歩行補助器具（松葉杖、
杖など）の製造

Manufacturing of orthopedic and prosthetic walking assistance
appliances (crutches, canes, etc ), including wheelchairs 31

輸送用機械器具製
造業

2010350006 整形外科用・補綴用の機械式装具の製造 Manufacturing of orthopedic and prosthetic braces, mechanical 27
業務用機械器具製
造業

2010350009 整形外科用・補綴用の伸縮性のある装具、サスペンション、サ
ポーターの製造

Manufacturing of orthopedic and prosthetic braces, suspensories, and
supports, elastic 11 繊維工業

2010350012 整形外科用・補綴用の伸縮性のあるストッキングの製造 Manufacturing of orthopedic and prosthetic elastic stockings 11 繊維工業

2010350015 整形外科用・補綴用の当て木、ヘルニアバンドの製造 Manufacturing of orthopedic and prosthetic splints and trusses 11 繊維工業

2010350018 整形外科用・補綴用のフットケア機器（踏まず支えなど）の製
造

Manufacturing of orthopedic and prosthetic foot care appliances (arch
supports, etc ) 32 その他の製造業

2010350021 コルセットを含む、その他すべてのタイプの整形外科用・補綴
用器具の製造

Manufacturing of orthopedic and prosthetic appliances, all other types,
including corsets 27

業務用機械器具製
造業

      34202010102 2010375000 処方箋によるメガネ類 Prescription eyeware 32 その他の製造業

2010375003 眼科用メガネフレーム正面部分（プラスチック製の完成品）の
製造

Manufacturing of ophthalmic fronts, plastics, finished 32 その他の製造業

2010375006 眼科用メガネフレーム正面部分（その他の素材の完成品）の製
造

Manufacturing of ophthalmic fronts, other materials, finished 32 その他の製造業

2010375009 眼科用メガネのつる部分の製造 Manufacturing of ophthalmic temples 32 その他の製造業

2010375012
ガラス製で単焦点の眼科用のレンズ（半製品のもの、研削・研
磨されたもの、完成品を含み、処方箋が必要な研削又は成型さ
れたレンズブランクを除く）の製造

Manufacturing of ophthalmic focal lenses, glass, single-vision (including
semifinished, ground and polished, and finished), excluding prescription
ground and molded lens blanks

32 その他の製造業

2010375015
ガラス製で多焦点の眼科用のレンズ（半製品のもの、研削・研
磨されたもの、完成品を含み、処方箋が必要な研削又は成型さ
れたレンズブランクを除く）の製造

Manufacturing of ophthalmic focal lenses, glass, multifocal (including
semifinished, ground and polished, and finished), excluding prescription
ground and molded lens blanks

32 その他の製造業

2010375018
プラスチック製で単焦点の眼科用のレンズ（半製品のもの、研
削・研磨されたもの、完成品を含み、処方箋が必要な研削又は
成型されたレンズブランクを除く）の製造

Manufacturing of ophthalmic focal lenses, plastics, single-vision
(including semifinished, ground and polished, and finished), excluding
prescription ground and molded lens blanks

32 その他の製造業

2010375021
プラスチック製で多焦点の眼科用のレンズ（半製品のもの、研
削・研磨されたもの、完成品を含み、処方箋が必要な研削又は
成型されたレンズブランクを除く）の製造

Manufacturing of ophthalmic focal lenses, plastics, multifocal (including
semifinished, ground and polished, and finished), excluding prescription
ground and molded lens blanks

32 その他の製造業

2010375024
眼科用のハード（従来型）コンタクトレンズ（半製品のもの、
研削・研磨されたもの、完成品を含み、成形されたレンズブラ
ンクを除く）の製造

Manufacturing of ophthalmic focal lenses, contact, hard (conventional)
(including semifinished, ground and polished, and finished), excluding
molded lens blanks

32 その他の製造業

2010375027
眼科用のソフトコンタクトレンズ（半製品のもの、研削・研磨
されたもの、完成品を含み、成形されたレンズブランクを除
く）の製造

Manufacturing of ophthalmic focal lenses, contact, soft (including
semifinished, ground and polished, and finished), excluding molded lens
blanks

32 その他の製造業

      34202010103 2010400000 その他のメガネ類（産業用を除く） Other eyewear, except industrial 32 その他の製造業

2010400003 既製品の防眩用メガネ（老眼鏡、サングラス、サンゴーグルを
含む）の製造

Manufacturing of antiglare glasses, ready-made (including reading,
sunglasses, and sun goggles) 32 その他の製造業

2010400006
産業用・防眩用メガネ、眼科用のメガネフレーム正面部分（完
成品）・つる部分、レンズを除く、その他すべてのタイプの眼
に関する製品の製造

Manufacturing of all other types of opthalmic goods, excluding
industrial and antiglare glasses, and ophthalmic fronts (finished),
temples, and focal lenses

32 その他の製造業

      34202010104 2010425000 補聴器 Hearing aids 30
情報通信機械器具
製造業

      34202010105 2010450000 その他の家庭用医療用品 Other home medical supplies 19 ゴム製品製造業

2010450003 手袋を除く、店頭販売用・医療用のゴム製雑貨の製造
Manufacturing of rubber druggist and medical sundries, excluding
gloves 19 ゴム製品製造業

2010450006 応急処置、蛇咬、火傷用キットの製造 Manufacturing of first aid, snake bite, and burn kits 32 その他の製造業
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大分類37 パーソナルケア及び関連製品（葬儀製品を含む）
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

大分類37 パーソナルケア及び関連製品（葬儀製品を含む）
Personal care and related products, including
funeral products

中分類371 パーソナルケア製品及び関連製品 Personal care products and related products

小分類37101 パーソナルケア用品 Personal care supplies

  3710101 パーソナルケア用品 Personal care supplies

    371010101 トイレタリー及び化粧品 Toiletries and cosmetics

    371010102 パーソナルケア紙製品 Personal care paper products

      37101010201 パーソナルケア紙製品 Personal care paper products

2010700000 使い捨ておむつ及び他の衛生用紙製品の製造 Manufacturing of disposable diapers and other sanitary paper products 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2010700003 使い捨ておむつ及び類似の使い捨て製品（衛生用ナプキン、タ
ンポン、トレーニングパンツ及び失禁用パッドを含む）の製造

Manufacturing of disposable diapers and similar disposable products
(including sanitary napkins, tampons, training pants, and incontinent
pads)

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2010700006 他の衛生用紙製品（産業用に包装されたトイレットペーパーを
除く）、紙タオル（不織布を除く）、吸収パッドなどの製造

Manufacturing of other sanitary paper products (excluding industrial
packaged toilet tissue), paper wipers (excluding nonwoven), absorbent
pads, etc

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2010725000 フェイスティッシュ及びハンカチの製造（痰処理ティッシュを
含む）

Manufacturing of facial tissues and handkerchiefs, including sputum
wipes 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2010750000 トイレットペーパーの製造 Manufacturing of toilet tissue 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2010750003 トイレットペーパー、小売用包装、ロール状及び楕円状の製造 Manufacturing of toilet tissue, retail packages, rolls and ovals 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2010750012 産業用包装のトイレットペーパー（全タイプ）の製造 Manufacturing of industrial packaged toilet tissue (all types) 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

    371010103 その他の非電気パーソナルケア機器・消耗品 Other non-electric personal care equipment and supplies

      37101010301 その他の非電気パーソナルケア機器・消耗品 Other non-electric personal care equipment and supplies

2010775000 他のすべてのパーソナルケア用のブラシの製造（歯ブラシ及び
ヘアブラシ（髭剃り用ブラシを除く）を含む）

Manufacturing of brushes, all other personal, including toothbrushes
and hairbrushes (excluding shaving brushes) 32 その他の製造業

2010800000 かみそりの刃及びかみそり（電動を除く）の製造 Manufacturing of razor blades and razors (excluding electric) 24 金属製品製造業

2010825000 その他の主に金属製の製品（櫛、ヘアカーラーなど）の製造
Manufacturing of miscellaneous fabricated products, made primarily of
metal (combs and hair curlers, etc ) 32 その他の製造業

中分類372 葬儀製品及び関連製品 Funeral products, and related products

小分類37201 葬儀製品及び関連製品 Funeral products, and related products

  3720101 葬儀製品及び関連製品 Funeral products, and related products

    372010101 棺、その他の葬儀用品 Caskets and other funeral goods

      37201010101 棺、その他の葬儀用品 Caskets and other funeral goods

2010850000 金属製の成人用の完全に裏打ちされ装飾された埋葬用棺桶及び
棺の製造

Manufacturing of burial caskets and coffins, completely lined and
trimmed, adult sizes only, metal 24 金属製品製造業

2010875000 木製の成人用の完全に裏打ちされ装飾された埋葬用棺桶及び棺
の製造

Manufacturing of burial caskets and coffins, completely lined and
trimmed, adult sizes only, wood 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2010900000
他の埋葬用棺桶及び棺（埋葬室及び埋葬箱（コンクリート及び
石製を除く）を含む）、棺桶材、棺桶運送ケース及びコンテナ
並びに子供用棺の製造

Manufacturing of burial caskets and coffins, other types (including
burial boxes and vaults (excluding concrete and stone), casket shells,
casket shipping cases and containers, and children's)

21
窯業・土石製品製
造業

2010925000 成型コンクリートによる埋葬室及び埋葬箱の製造 Manufacturing of burial vaults and boxes, precast concrete 21
窯業・土石製品製
造業

2010925003 成型コンクリートによる埋葬室の製造 Manufacturing of burial vaults, precast concrete 21
窯業・土石製品製
造業

2010925006 成型コンクリートによる埋葬箱の製造 Manufacturing of burial boxes, precast concrete 21
窯業・土石製品製
造業
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大分類51 機器及び関連製品 Equipment and related products

中分類511 オフィス機器及び関連製品（コンピューターを除く） Office equipment and related products, except computers

小分類51101 オフィス機器（コンピューターを除く） Office equipment, except computers

  5110101 オフィス機器（コンピューターを除く） Office equipment, except computers

    511010101 オフィス機器（コンピューターを除く） Office equipment, except computers

      51101010102 木製事務用家具 Wood office furniture

2011175000 布張りを含む木製事務用座席の製造 Manufacturing of wood office seating, including upholstered 13
家具・装備品製造
業

2011200000 木製事務用机及び延長机の製造 Manufacturing of wood office desks and desk extensions 13
家具・装備品製造
業

2011225000 木製書類棚、収納ユニット及び机の製造 Manufacturing of wood office files, storage units, and tables 13
家具・装備品製造
業

2011250000 その他の木製事務用家具の製造（羽目板及びデスクシステムの
付属品及び構成部品を含む）

Manufacturing of wood office furniture, other types (including panel
and desking system accessories and components) 13

家具・装備品製造
業

      51101010103 事務用家具（木製を除く） Office furniture, except wood

2011275000 布張りを含む事務用椅子、業務用及び一般用具の製造（木製を
除く）

Manufacturing of office chairs, task and general, including upholstered,
excluding wood 13

家具・装備品製造
業

2011300000 布張りを含むその他の種類の事務用座席の製造（木製を除く）
Manufacturing of office seating, other types, including upholstered,
excluding wood 13

家具・装備品製造
業

2011325000 事務用机及び延長机の製造（木製を除く） Manufacturing of office desks and desk extensions, excluding wood 13
家具・装備品製造
業

2011350000 リーガル（米国政府公文書）及びレター（欧米の便箋）サイズ
の垂直型書類棚の製造（木製を除く）

Manufacturing of office files, vertical, legal- and letter-size, excluding
wood 13

家具・装備品製造
業

2011375000 リーガル（米国政府公文書）及びレター（欧米の便箋）サイズ
の水平横型書類棚の製造（木製を除く）

Manufacturing of office files, horizontal (lateral), legal- and letter-size,
excluding wood 13

家具・装備品製造
業

2011400000 その他の型の事務用書類棚の製造（木製を除く） Manufacturing of office files, other types, excluding wood 13
家具・装備品製造
業

2011425000 事務用収納ユニット・机の製造（木製を除く） Manufacturing of office storage units and tables, excluding wood 13
家具・装備品製造
業

2011450000 その他の型のデスクシステム（付属品及び部品を含む）事務用
家具の製造（木製を除く）

Manufacturing of office furniture, other types, including desking
systems (including accessories and components), excluding wood 13

家具・装備品製造
業

2011475000 付属品及び部品を含む事務用パーティションの製造（木製を除
く）

Manufacturing of office panel systems, including accessories and
components, excluding wood 13

家具・装備品製造
業

中分類515 産業、商業及びサービス産業の機械及び装置及び関連サービス
Industrial, commercial, and service industry machinery and
equipment, and related services

小分類51501 産業、商業及びサービス産業の機械及び装置
Industrial, commercial, and service industry machinery and
equipment

  5150101 産業機械及び装置 Industrial machinery and equipment

    515010203 医療機器 Medical equipment

      51501020302 2017925000 医療用家具（歯科用を除く） Medical furniture, except dental 13
家具・装備品製造
業

2017925003 病院用ベッドの製造 Manufacturing of hospital beds 13
家具・装備品製造
業

2017925006 キャビネット、ケース、テーブルを含む、手術室用病院備品の
製造

Manufacturing of hospital furniture, operating room (including cabinets,
cases, and tables) 13

家具・装備品製造
業

2017925009 その他の病院用専用備品の製造（ベッド及び手術室・病室の備
品を除く）

Manufacturing of other specialized hospital furniture, excluding beds
and operating and patient room furniture 13

家具・装備品製造
業

2017925012 その他の患者搬送用装置の製造（ストレッチャーとテーブルを
含む）

Manufacturing of other patient transport devices, including stretchers
and tables 13

家具・装備品製造
業

    515010204 自動車整備機器 Automotive maintenance equipment

      51501020401 2018050000 自動車整備機器 Automotive maintenance equipment 27
業務用機械器具製
造業

2018050003
自動車整備用（フレームやボデー、ホイールのアライメント装
置、ホイールバランス装置、ブレーキサービス装置）の製造
（手工具を除く）

Manufacturing of automotive maintenance equipment (including frame,
body and wheel alignment equipment, wheel balancing equipment, and
brake service equipment) (excluding handtools)

27
業務用機械器具製
造業

2018050006 商用の車、トラック、バスの洗浄機と装置の製造
Manufacturing of commercial car, truck, and bus washing machinery
and equipment 27

業務用機械器具製
造業

    515010205 商業・施設用家具 Commercial and institutional furniture

      51501020501 商業・施設用家具 Commercial and institutional furniture

2018075000 図書館を除く学校用備品の製造（石とコンクリートを除く）
Manufacturing of school furniture (excluding library), excluding stone
and concrete 13

家具・装備品製造
業

2018100000 公共建物と関連備品の製造（バー、ボーリングセンター、カ
フェテリア、レストラン、学校を除く）

Manufacturing of public building and related furniture (excluding bar,
bowling center, cafeteria, restaurant, and school) 13

家具・装備品製造
業

2018100003 いす、電源デスク、読書机、個人用閲覧席を含む図書館の備品
の製造

Manufacturing of library furniture, including chairs, charging desks,
reading tables, and study carrels 13

家具・装備品製造
業

2018100006 教会用座席の製造 Manufacturing of church pews 13
家具・装備品製造
業

2018100009
バンケットテーブルを含む折り畳みの公共建物のテーブル
（バー、ボーリングセンター、カフェテリア、図書館、レスト
ラン、学校を含む）の製造

Manufacturing of public building tables (excluding bar, bowling center,
cafeteria, library, restaurant, and school), folding, including banquet 13

家具・装備品製造
業

2018100012 その他のタイプの公共建物と関連備品の製造（バー、ボーリン
グセンター、カフェテリア、レストラン、学校を除く）

Manufacturing of public building and related furniture, other types,
excluding bar, bowling center, cafeteria, restaurant, and school 13

家具・装備品製造
業

2018100015 病院用病室と多目的備品の製造（ベッドといすを除く）
Manufacturing of hospital patient room and general purpose furniture
(excluding beds and chairs) 13

家具・装備品製造
業
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2018100018 その他の公共建物のいすと座席の製造（バー、ボーリングセン
ター、カフェテリア、図書館、レストラン、学校を除く）

Manufacturing of other public building chairs and seats, excluding bar,
bowling center, cafeteria, library, restaurant, and school 13

家具・装備品製造
業

2018100021 特別観覧席を含むスタジアムの座席、階段席の製造 Manufacturing of stadium and bleacher seating, including grandstands 13
家具・装備品製造
業

2018125000 公共のバー、ボーリングセンター、カフェテリア、レストラン
の備品の製造

Manufacturing of public bar, bowling center, cafeteria, and restaurant
furniture 13

家具・装備品製造
業

2018150000 その他のタイプの法人向け備品の製造 Manufacturing of institutional furniture, other types 13
家具・装備品製造
業

2018150003 その他すべての法人向け備品（船舶用備品、ゲーム機筐体、作
業用イス、作業台を含む）の製造

Manufacturing of institutional furniture, all other types, including ship
furniture, amusement game cabinets, and industrial stools and work
benches

13
家具・装備品製造
業

2018150006 実験室用備品の製造（病院用ベッド、手術室備品、病室備品を
除く）

Manufacturing of laboratory furniture (excluding hospital beds,
operating room furniture, and patient room furniture) 13

家具・装備品製造
業

2018175000 木製の棚とロッカーの製造（特注品を除く） Manufacturing of shelving and lockers, wood, excluding custom 13
家具・装備品製造
業

2018200000 木製の（銀行、オフィス、店舗用の）備品の製造（特注品を除
く）

Manufacturing of fixtures (bank, office, and store), wood, excluding
custom 13

家具・装備品製造
業

2018225000
プレハブ構造、組立済み、折畳みの（アコーディオンドアと折
畳みドアを除く）その他のタイプのパーテーションの製造（木
製を除く）

Manufacturing of partitions, other types (excluding accordion and
folding door), prefabricated, assembled and knock-down, excluding
wood

13
家具・装備品製造
業

2018250000 業務用の棚の製造（木製を除く） Manufacturing of shelving, commercial, excluding wood 13
家具・装備品製造
業

2018275000 書架、ロッカー、その他の棚の製造（木製を除く）
Manufacturing of bookstacks, lockers, and other shelving, excluding
wood 13

家具・装備品製造
業

2018300000 貯蔵ラックと付属品の製造（木製を除く） Manufacturing of storage racks and accessories, excluding wood 13
家具・装備品製造
業

2018325000 銀行、オフィス、店舗用の）備品の製造（木製を除く） Manufacturing of fixtures (bank, office, and store), excluding wood 13
家具・装備品製造
業

    515010206 電気・非電気の看板、ディスプレイ Electric and nonelectric signs and displays

      51501020601 電気・非電気の看板、ディスプレイ Electric and nonelectric signs and displays

2018350000 電光看板とディスプレーの製造（カウンター、フロアディスプ
レー、POP表示、得点掲示板、展示ブース用を含む）

Manufacturing of electric signs and displays, including counter, floor,
and point-of-purchase displays, scoreboards, and custom trade show
exhibits

32 その他の製造業

2018375000 電気式でない看板とディスプレーの製造 Manufacturing of nonelectric signs and displays 32 その他の製造業

2018375003 主に金属製の電気式でない看板とディスプレーの製造（カウン
ター、フロアディスプレー、POP表示、展示ブース用を含む）

Manufacturing of nonelectric signs and displays, primarily metal,
including counter, floor, and point-of-purchase displays and custom
trade show exhibits

32 その他の製造業

2018375006 主に非金属製の電気式でない看板とディスプレーの製造（カウ
ンター、フロアディスプレー、POP表示、展示ブース用を含む）

Manufacturing of nonelectric signs and displays, primarily non-metal,
including counter, floor, and point-of-purchase displays and custom
trade show exhibits

32 その他の製造業

    515010207 他に分類されない商業・サービス産業用機器 Commercial and service industry equipment, nec

      51501020701 他に分類されない商業・サービス産業用機器 Commercial and service industry equipment, nec

2018400000 コイン投入式の自動販売機の製造（コイン投入式両替機を除
く）

Manufacturing of automatic merchandising machines, coin-operated
(vending) (excluding money changing machines and coin-operated
mechanisms)

27
業務用機械器具製
造業

2018425000 コイン投入式の自動販売機の製造（タイムスイッチ式を除く）
Manufacturing of automatic merchandising machines, coin-operated
mechanisms, excluding time switches 27

業務用機械器具製
造業

2018450000 貨幣取り扱い機の製造（両替、現金支払機を含む）
Manufacturing of currency handling machines, including money
changing and dispensing machines 27

業務用機械器具製
造業

2018475000 業務用ランドリー洗濯機と洗濯脱水機の製造（部品とアタッチ
メント、付属品を除く）

Manufacturing of commercial laundry washers and washer-extractor
combinations (excluding parts, attachments, and accessories) 27

業務用機械器具製
造業

2018500000 （遠心ならびに圧縮脱水機を含む）業務用ランドリー乾燥タン
ブラーの製造（部品とアタッチメント、付属品を除く）

Manufacturing of commercial laundry drying tumblers (including
centrifugal and compaction extractor) (excluding parts, attachments,
and accessories)

27
業務用機械器具製
造業

2018525000 その他の業務用ランドリー装置の製造（部品とアタッチメン
ト、付属品を除く）

Manufacturing of other commercial laundry equipment (excluding
parts, attachments, and accessories) 27

業務用機械器具製
造業

2018550000
業務用ドライクリーニング機器とプレス機（衣服生産者の衣料
業界用プレス機と回収機をふくむ）の製造（部品とアタッチメ
ント、付属品は除く）

Manufacturing of commercial drycleaning machines and presses
(including garment manufacturers' needle trades presses, reclaiming
units, etc ) (excluding parts, attachments, and accessories)

27
業務用機械器具製
造業

2018575000 光学式の照準、追跡、射撃統制装置の製造
Manufacturing of sighting, tracking, and fire-control equipment,
optical-type 27

業務用機械器具製
造業

2018575003 照準、追跡、射撃統制装置の製造 Manufacturing of sighting, tracking, and fire-control equipment 27
業務用機械器具製
造業

2018575009 照準・追跡レーザーシステムの製造 Manufacturing of sighting and tracking laser systems 27
業務用機械器具製
造業

2018575012 暗視スコープと装置の製造 Manufacturing of night vision goggles and equipment 27
業務用機械器具製
造業

2018600000 その他すべての雑多な光学機器とレンズ（双眼鏡と天文機器を
含む）の製造

Manufacturing of all other miscellaneous optical instruments and lenses
(including binoculars and astronomical instruments) 27

業務用機械器具製
造業

2018600003 双眼鏡と天文機器の製造 Manufacturing of binoculars and astronomical instruments 27
業務用機械器具製
造業

2018600006 光学式検査・点検装置の製造 Manufacturing of optical test and inspection equipment 27
業務用機械器具製
造業

2018600009 半導体、ウエハー、フォトマスクの点検に用いられる工学機器
の製造

Manufacturing of optical instruments used for inspecting
semiconductors, wafers, and photo masks 27

業務用機械器具製
造業

2018600012 光学機器とレンズ向けの雑多なフィルターの製造
Manufacturing of miscellaneous filters for optical instruments and
lenses 27

業務用機械器具製
造業

2018600015 光学機器とレンズ向けの雑多な未装着レンズの製造
Manufacturing of miscellaneous unmounted lenses for optical
instruments and lenses 27

業務用機械器具製
造業

2018600018 光学機器とレンズ向けの雑多な装着済みレンズの製造
Manufacturing of miscellaneous mounted lenses for optical instruments
and lenses 27

業務用機械器具製
造業
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2018600024 その他の光学機器の製造 Manufacturing of other optical instruments 27
業務用機械器具製
造業

2018625000 プロジェクターの製造（リアスクリーンビューワーを除く） Manufacturing of projectors, excluding rear screen viewers 27
業務用機械器具製
造業

2018650000 映画向け業務用現像焼付け器具の製造
Manufacturing of still picture commercial-type processing equipment
for film 27

業務用機械器具製
造業

2018675000 その他すべての業務用現像焼付け器具（現像機、モーター式プ
リント洗浄機、乾燥機等）の製造

Manufacturing of all other still picture commercial-type processing
equipment (developing machines, motor-operated print washers and
driers, etc )

27
業務用機械器具製
造業

2018700000 8mm以上のすべてのサイズの動画装置の製造（投影スクリーンと
処理装置を除く）

Manufacturing of motion picture equipment (all sizes 8 mm and
greater), excluding projection screens and processing equipment 27

業務用機械器具製
造業

2018725000 投影スクリーン（動画及びまたは静止画向け）の製造
Manufacturing of projection screens (for motion picture and/or still
projection) 27

業務用機械器具製
造業

2018750000 すべてのタイプの動画処理装置の製造（モーションピクチャ静
止画装置と切り替えタイプを除く）

Manufacturing of motion picture processing equipment, all types,
excluding motion picture still-type equipment and interchangeable types 27

業務用機械器具製
造業

2018775000 その他すべての写真及び写真複写装置の製造
Manufacturing of all other photographic and photocopying equipment
manufacturing 27

業務用機械器具製
造業

2018776000 業務用音響装置の製造 Manufacturing of commercial sound equipment 27
業務用機械器具製
造業

2018776003 エンクロージャーにマウントされた種々のスピーカーの製造
（自動車用を除く）

Manufacturing of multiple loudspeakers mounted in an enclosure
(excluding for automobiles) 30

情報通信機械器具
製造業

2018776006 マイクの製造（自動車用を除く） Manufacturing of microphones (excluding for automobiles) 30
情報通信機械器具
製造業

2018776009 音楽用アンプを含む音響拡声設備の製造（自動車用を除く）
Manufacturing of public address systems, including musical instrument
amplifiers (excluding for automobiles) 30

情報通信機械器具
製造業

2018800000 計算式の（ガソリンスタンド型の）単一ユニットのガソリン給
油ポンプの製造（部品とアタッチメントを除く）

Manufacturing of single unit gasoline dispensing pumps, computing-
type (filling-station-type), excluding parts and attachments 27

業務用機械器具製
造業

2018825000 計算式の（ガソリンスタンド型の）複合ユニットのガソリン給
油ポンプの製造（部品とアタッチメントを除く）

Manufacturing of multiple unit gasoline dispensing pumps, computing-
type (filling-station-type), excluding parts and attachments 27

業務用機械器具製
造業

2018850000 サービスステーション用の潤滑油ポンプ、バレルポンプ、グリ
スガン、その他すべての雑多な計量給油用ポンプの製造

Manufacturing of lubricating oil pumps, barrel pumps, grease guns, and
all other miscellaneous measuring and dispensing pumps for service
station use, complete units

27
業務用機械器具製
造業

2018875000 業務用、産業用の床、カーペット清掃機器（ワックス、磨き機
を含む）の製造（掃除機を除く）

Manufacturing of commercial and industrial floor and carpet cleaning
machines (including waxing and polishing machines) (excluding vacuum
cleaners)

27
業務用機械器具製
造業

2018875003 業務用、産業用の床研磨、摩擦機の製造
Manufacturing of commercial and industrial floor sanding and scrubbing
machines 27

業務用機械器具製
造業

2018875006 スイーパーを含む業務用、産業用の床、カーペット清掃装置の
製造（掃除機を除く）

Manufacturing of commercial and industrial carpet cleaning equipment,
including sweepers (excluding vacuum cleaners) 27

業務用機械器具製
造業

2018875009 その他の業務用、産業用の床、カーペット清掃機器（ワック
ス、磨き機を含む）の製造（掃除機を除く）

Manufacturing of other commercial and industrial floor and carpet
cleaning machines, including waxing and polishing machines (excluding
vacuum cleaners)

27
業務用機械器具製
造業

2018900000 マシンガン（30ミリ以下、1.18インチ以下のもの）の製造 Manufacturing of machine guns (30 mm or less, 1 18 in  or less) 27
業務用機械器具製
造業

2018925000 センターファイヤー式セミオートマチックライフルの製造 Manufacturing of centerfire semiautomatic rifles 27
業務用機械器具製
造業

2018950000
銃、榴弾砲、迫撃砲、ターレット、部品とその他全ての雑多な
兵器、付属品と関連装置（30ミリ、1.18インチを上回るもの）
の製造（部品を含む）

Manufacturing of guns, howitzers, mortars, turrets, parts, and all other
miscellaneous ordnance, accessories and related equipment (more than
30 mm (1 18 in )) including parts

27
業務用機械器具製
造業

2018975000 業務用、産業用ポータブル掃除機の製造 Manufacturing of commercial and industrial portable vacuum cleaners 27
業務用機械器具製
造業

2019000000 電子教育機器、補助教材、訓練機、シミュレーター（キットを
含む）の製造

Manufacturing of electronic teaching machines, teaching aids, trainers,
and simulators (including kits) 27

業務用機械器具製
造業

2019025000 電気式、非電気式のコイン投入式遊具の製造（ジュークボック
スを除く）

Manufacturing of coin-operated amusement machines (electric and
nonelectric), excluding jukeboxes 27

業務用機械器具製
造業

2019050000 その他に用いられる公園遊具（頑丈な業務用、法人用のものを
含む）の製造

Manufacturing of playground equipment for other uses (including
heavy-duty commercial and institutional) 32 その他の製造業

2019075000 体育、運動用装置の製造 Manufacturing of gymnasium and exercise equipment 32 その他の製造業

2019075003 体育、体操器具と装置（水平平行棒、平均台、トランポリン、
マットを含む）の製造

Manufacturing of gymnasium and gymnastic apparatus and equipment
(including horizontal and parallel bars, balance beams, trampolines, and
mats)

32 その他の製造業

2019075006 家庭用ジム、トレーニング用品の製造 Manufacturing of home gyms and training units 32 その他の製造業

2019075009 ルームランナーの製造 Manufacturing of treadmills 32 その他の製造業

2019075012 その他の運動、健康、フィットネス器具の製造 Manufacturing of other exercise, health, and physical fitness equipment 32 その他の製造業

2019100000 その他のボーリング器具（アパレルと靴を含む）の製造
Manufacturing of other bowling equipment (excluding apparel and
shoes) 32 その他の製造業

2019150000 グラフィックアートとプリンター用のゴムロールカバーと印刷
機用ブランケットの製造

Manufacturing of graphics arts and printers' roll coverings, rubber, and
printers' rubber blankets 27

業務用機械器具製
造業

2019160000 金属製の金庫、保管庫、預金箱、その他全ての金属製セキュリ
ティーボックスと設備の製造

Manufacturing of fabricated metal safes, vaults, and deposit boxes, and
all other fabricated metal bank and security vaults and equipment 27

業務用機械器具製
造業

2019175000 その他のサービス産業装置の製造 Manufacturing of other service industry equipment 27
業務用機械器具製
造業

2019175003 観覧車、メリーゴーランド等のカーニバル、アミューズメント
パーク設備の製造（電機式設備、コイン投入式遊具を除く）

Manufacturing of carnival and amusement park equipment (Ferris
wheels, merry-go-rounds, etc ) (excluding electric equipment, and coin-
operated amusement machines)

27
業務用機械器具製
造業

2019175006 コンベヤータイプの業務用食洗機の製造 Manufacturing of conveyor-type commercial dishwashing machines 29
電気機械器具製造
業

2019175009 その他すべての業務用食洗機の製造 Manufacturing of all other commercial dishwashing machines 29
電気機械器具製造
業

2019175012 サービス産業ごみ用圧縮機の製造 Manufacturing of service industry trash and garbage compactors 29
電気機械器具製造
業
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大分類51 機器及び関連製品
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2019175015 下水管と下水道用の清掃用具の製造 Manufacturing of sewer pipe and drain cleaning equipment 29
電気機械器具製造
業

2019175018 高圧（1000psiを超えるもの）の清掃、噴射機と装置の製造（鋳
造を除く）

Manufacturing of high-pressure (more than 1,000 psi) cleaning and
blasting machinery and equipment (excluding foundry) 27

業務用機械器具製
造業

2019175021 床屋と美容室の備品と装置の製造（床屋・美容院用椅子を除
く）

Manufacturing of barber and beauty shop furniture and equipment
(excluding barber and beauty chairs) 27

業務用機械器具製
造業

2019175024 電気式ハンドドライヤーの製造 Manufacturing of electric hand-drying apparatus 29
電気機械器具製造
業

2019175027 その他のサービス産業向け備品（他のどこにも分類されないも
の）の製造

Manufacturing of other service industry equipment, not elsewhere
classified 27

業務用機械器具製
造業



29

大分類67
生産用材料・消耗品及び関連製品（食料品製造及び
サービスに投入する加工食料品・飲料を除く）

JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び
米センサスコード一覧

日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

大分類67 生産用材料・消耗品及び関連製品（食料品製造及び
サービスに投入する加工食料品・飲料を除く）

Materials and supplies for production and related
products, except processed food and beverage
inputs for human food manufacturing and food
services

中分類671 生産向け材料・消耗品及び関連製品（食品製造及びサービスに
投入する加工食品・飲料を除く）

Materials and supplies for production, except processed
food and beverage inputs for human food manufacturing
and food services

小分類67101 食品製造及び食品サービス用の材料・消耗品（食品製造及び
サービスに投入する加工食品・飲料を除く）

Materials and supplies for food manufacturing and food
services, except processed food and beverage inputs for
human food manufacturing and food services

2019650000 飼料用動物 Animals slaughtered for pet food

2019675000 肉骨粉の製造 Manufacturing of meat and bone meal 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2019700000 肉骨粉を除く、動物及び海洋生物飼料及び肥料副産物の製造
Manufacturing of animal and marine feed and fertilizer by-products,
excluding meat and bone meal 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2019700003 乾式タンカーの製造 Manufacturing of dry rendered tankage 26
生産用機械器具製
造業

2019700006
家きんの脂肪や副産物、フェザーミール、ブラッドミール、
ペットフード用の原材料など、その他の飼料や肥料の副産物の
製造

Manufacturing of other feed and fertilizer by-products, including
poultry fats and by-products, feather meal, blood meal, and raw
products for pet food

10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2019700009 植物油足の製造 Manufacturing of vegetable oil foots 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2019700012 他のすべての動物油、脂肪酸、動物油足、および酸性石鹸原料
を含む動物油工場製品の製造

Manufacturing of animal oil mill products, including all other animal
oils, fatty acids, animal oil foots, and acidulated soap stock 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2019725000 ウールグリースを除く、非食用牛脂その他のグリースの製造
Manufacturing of inedible tallow and other greases, excluding wool
grease 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2019725003 ウールグリースを除く、その他の動植物用グリースの製造
Manufacturing of other animal and marine grease, excluding wool
grease 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2019725006 非食用動物ステアリンを含む非食用牛脂の製造 Manufacturing of inedible tallow, including inedible animal stearin 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2019750000 動物及び海洋生物飼料及び肥料製造用の穀物および製粉製品の
製造

Manufacturing of grains and flour milled products for animal and
marine feed and fertilizer manufacturing 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2019750003 湿式および乾式のビール粕の製造 Manufacturing of brewers' spent grains, wet and dry 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2019750006 小麦ミル飼料の製造 Manufacturing of wheat mill feed 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2019750009 人間が消費する目的以外のすべてのコーンミル製品の製造 Manufacturing of all corn mill products, not for human consumption 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2019750012 その他のミル飼料（オート麦、ライ麦、そばなど）の製造 Manufacturing of other mill feed (oats, rye, buckwheat, etc ) 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2019750015 大豆ミールフィードの製造 Manufacturing of soybean millfeed (hullmeal) 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2019750018 綿実殻の製造 Manufacturing of cottonseed hulls 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2019775000 蒸留酒製造業者による乾燥穀粒及び乾燥可溶物の製造
Manufacturing of distillers' dried grains (dark and light) and dried
solubles 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2019850000 食用獣脂とステアリンの製造 Manufacturing of edible tallow and stearin 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2019875000 海洋動物油、スクラップ、ミール、海洋油足の製造
Manufacturing of marine animal oil, scrap, and meal, and marine oil
foots 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2019900000 ウールや接着剤を含む、屠殺場におけるその他の副産物の製造
（ソーセージケーシングを除く）

Manufacturing of other miscellaneous byproducts of slaughtering
plants, including pulled wool and glue stock (excluding sausage
casings)

10
飲料・たばこ・飼料
製造業

小分類67102 タバコ製造用材料・消耗品 Materials and supplies for tobacco manufacturing

  6710201 タバコ製造用材料・消耗品 Materials and supplies for tobacco manufacturing

    671020101 タバコ製造用材料・消耗品 Materials and supplies for tobacco manufacturing

      67102010101 タバコ製造用材料・消耗品 Materials and supplies for tobacco manufacturing

2019925000 茎のない葉や、包装前に再乾燥させたタバコの製造 Manufacturing of tobacco, unstemmed leaf, redried before packing 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2019950000 たばこ、熟成および未熟成葉の製造 Manufacturing of tobacco, stemmed, aged and not aged leaf 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2019950003 熟成及び未熟性の葉、そのままの状態で販売のために梱包され
た、茎付きタバコの製造

Manufacturing of tobacco, stemmed, aged and not aged leaf, packed for
sale as such 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2019950006 自家製の製造に使用するために包装された、老化した葉及び老
化していない葉を含む茎付きタバコの製造（植物間移植）

Manufacturing of tobacco, stemmed, including aged and not aged leaf,
packed for use in own manufacturing (interplant transfers) 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2019975000 熟成および未熟成葉のたばこの製造
Manufacturing of reconstituted tobacco, processed sheet and
homogenized 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

小分類67103 繊維工場の材料・消耗品 Materials and supplies for textile mills

  6710301 繊維工場の材料・消耗品 Materials and supplies for textile mills

    671030101 繊維工場の材料・消耗品 Materials and supplies for textile mills

      67103010104 織物用糸 Yarns

2020000000 織物用糸、紡績、カード、綿、グレーの製造 Manufacturing of yarns, spun, carded, cotton, gray 11 繊維工業

2020025000 織物用糸、紡績、カード、綿の製造、仕上げ Manufacturing of yarns, spun, carded, cotton, finished 11 繊維工業
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大分類67
生産用材料・消耗品及び関連製品（食料品製造及び
サービスに投入する加工食料品・飲料を除く）

JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び
米センサスコード一覧

日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2020050000 織物用糸、紡績、コーム、綿の製造 Manufacturing of yarns, spun, combed, cotton 11 繊維工業

2020050003 織物用糸、紡績、コーム、綿、グレーの製造 Manufacturing of yarns, spun, combed, cotton, gray 11 繊維工業

2020050006 織物用糸、紡績、コーム、綿、仕上げの製造 Manufacturing of yarns, spun, combed, cotton, finished 11 繊維工業

2020075000 織物用糸、紡績、レーヨン、アセテート、リヨセルの製造 Manufacturing of yarns, spun, rayon, acetate, and lyocell 11 繊維工業

2020075003 織物用糸、紡績、レーヨン、アセテート、リヨセル、グレーの
製造

Manufacturing of yarns, spun, rayon, acetate, and lyocell, gray 11 繊維工業

2020075006 紡績糸、レーヨン、アセテート、リヨセルの製造 Manufacturing of yarns, spun, rayon, acetate, and lyocell, finished 11 繊維工業

2020100000 織物用糸、紡績、ポリエステル、グレーの製造 Manufacturing of yarns, spun, polyester, gray 11 繊維工業

2020125000 紡績糸、その他の非セルロース系繊維およびその他の天然繊
維、グレーの製造

Manufacturing of yarns, spun, other noncellulosic fiber and other
natural fibers, gray 11 繊維工業

2020150000 グレイを除く紡績糸、その他の非セルロース系繊維、その他の
天然繊維の製造、仕上げ

Manufacturing of yarns, spun, excluding gray, other noncellulosic fiber
and other natural fibers, finished 11 繊維工業

2020175000 織物用糸、羊毛の製造（新品、再使用、再加工を含む） Manufacturing of yarns, wool, including new, reused, and reprocessed 11 繊維工業

2020200000
梳かずに麻くずから変換されたトップ又はスライバーを含む
トップ及びノイルの製造。 擦り切れたウール その他の精練及
びコーミングミル製品（こぶ、スラブなど）

Manufacturing of tops and noils, including top or sliver converted from
tow without combing; scoured wool; and other scouring and combing
mill products (nubs and slubs, etc )

11 繊維工業

2020225000 羊毛を除く、新規及び合撚糸の製造 Manufacturing of yarns, novelty and plied, excluding wool 11 繊維工業

2020250000 テクスチャード加工を除く、紡績糸、細糸の製造 Manufacturing of yarns, thrown, filament, excluding textured 11 繊維工業

2020275000 伸縮性のある、テクスチャード加工、クリンプ加工、バルク加
工の織物用糸、細糸の製造

Manufacturing of yarns, textured, crimped, and bulked, filament,
including stretch 11 繊維工業

2020425000 ストリップを含む工業用ポリエステル糸の製造 Manufacturing of industrial polyester yarn, including strip 11 繊維工業

2020450000 ストリップを含むポリエステル繊維糸の製造 Manufacturing of polyester textile yarn, including strip 11 繊維工業

2020500000 ストリップを含むポリエステルカーペット糸の製造 Manufacturing of polyester carpet yarn, including strip 11 繊維工業

2020550000 プロデューサーテクスチャード加工非セルロース系繊維の製造 Manufacturing of producer-textured manufactured noncellulosic fibers 11 繊維工業

      67103010105 2020325000 縫糸 Threads 11 繊維工業

2020325003 紐製品（袋糸、紐、撚り糸、縄など）を除く、完成した糸の製
造

Manufacturing of thread, finished, excluding cordage products (bag
thread, string, twine, rope, etc ) 11 繊維工業

2020325006 未完成の縫い糸の製造 Manufacturing of thread, unfinished 11 繊維工業

      67103010106 人工合成繊維及び細糸 Artificial and synthetic fibers and filaments

2020350000 ナイロンおよび他のポリアミド製造繊維の製造 Manufacturing of nylon and other polyamide manufactured fibers 11 繊維工業

2020350003 工業用ナイロンおよびその他のポリアミド繊維、カーペット
糸、ステープル、麻くず、及びストリップを含む廃棄物の製造

Manufacturing of industrial nylon and other polyamide fiber, carpet
yarns, staple, tow, and waste, including strip 11 繊維工業

2020350006 ストリップを含む、ナイロン及びその他のポリアミド繊維のモ
ノフィラメント及び少数の細糸の織物糸の製造

Manufacturing of nylon and other polyamide fiber monofilament and
fewofilament textile yarns, including strip 11 繊維工業

2020375000 レーヨン、アセテート、リヨセル製造繊維の製造 Manufacturing of rayon, acetate, and lyocell manufactured fibers 11 繊維工業

2020375003 ストリップを含むレーヨン、アセテート、リヨセルの織物用糸
の製造

Manufacturing of rayon, acetate, and lyocell textured yarn, including
strip 11 繊維工業

2020375006
レーヨン、アセテート、リヨセルヤーン（ストリップを含
む）、モノフィラメント、グループ（マルチ）フィラメントの
製造

Manufacturing of rayon, acetate, and lyocell yarn (including strip),
monofilament and group (multi) filament 11 繊維工業

2020375009 レーヨン、アセテート、リヨセルのステープル、麻くず、及び
販売可能な廃棄物の製造

Manufacturing of rayon, acetate, and lyocell staple, tow, and salable
waste 11 繊維工業

2020400000 ポリオレフィン製造繊維の製造 Manufacturing of polyolefin manufactured fibers 11 繊維工業

2020400003 ストリップを含むポリオレフィンモノフィラメント糸の製造 Manufacturing of polyolefin monofilament yarn, including strip 11 繊維工業

2020400006 ストリップ、ステープル、麻くず、廃棄物を含むポリオレフィ
ン系（マルチ）フィラメント及びフィルムの製造

Manufacturing of polyolefin group (multi) filament and film, including
strip, staple, tow, and waste 11 繊維工業

2020475000 ポリエステルファイバーフィルステープルと麻くず及びポリエ
ステルファイバーの販売可能廃棄物の製造

Manufacturing of polyester fiberfill staple and tow and polyester fiber
salable waste 11 繊維工業

2020525000 その他の非セルロース系繊維（ガラス、カーボン、グラファイ
トを除く）の製造

Manufacturing of other manufactured noncellulosic fibers (excluding
glass, carbon, and graphite) 11 繊維工業

2020525003
他の製造された非セルロース系繊維、ヤーン（ストリップを含
む）、モノフィラメント及びグループ（マルチ）フィラメント
の製造

Manufacturing of other manufactured noncellulosic fibers, yarn
(including strip), monofilament and group (multi) filament 11 繊維工業

2020525006
他の製造された非セルロース系繊維のステープル、トウ、およ
び販売可能な廃棄物の製造（ガラス、カーボン、およびグラ
ファイトを除く）

Manufacturing of other manufactured noncellulosic fibers staple, tow,
and salable waste (excluding glass, carbon, and graphite) 11 繊維工業

2020575000
その他のガラス繊維、テキスタイルタイプ（ヤーン、ストラン
ド、ステープルヤーン、スライバー、ロービング、チョップド
ストランド、ミルドグラスファイバーを含む）の製造

Manufacturing of other glass fiber, textile-type (including yarn, strand,
staple yarn, sliver, roving, chopped strand, and milled glass fiber) 21

窯業・土石製品製
造業

      67103010107 2020600000 回収繊維、処理済み工場廃棄物及び関連製品 Recovered fibers, processed mill waste, and related products 11 繊維工業

小分類67104 衣類、皮革、履物及びその他の繊維製品の材料・消耗品
Materials and supplies for clothing, leather, footwear, and
other textiles manufacturing

  6710401 衣類、皮革、履物及びその他の繊維製品の材料・消耗品
Materials and supplies for clothing, leather, footwear, and other textiles
manufacturing
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大分類67
生産用材料・消耗品及び関連製品（食料品製造及び
サービスに投入する加工食料品・飲料を除く）

JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び
米センサスコード一覧

日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

    671040101 衣類、皮革、履物及びその他の繊維製品の材料・消耗品
Materials and supplies for clothing, leather, footwear, and other textiles
manufacturing

      67104010101 広幅織物（染めていない商品、染めたもの） Broadwoven fabrics, gray goods and finished

2020625000 広幅織物、綿、平織り（パイル織物を除く）、染めてない商品
の製造

Manufacturing of broadwoven fabrics, cotton, plain weave (excluding
pile), gray goods 11 繊維工業

2020635000 広幅織物、綿、パイル、染めてない商品の製造 Manufacturing of broadwoven fabrics, cotton, pile, gray goods 11 繊維工業

2020650000 広幅織物、綿、綾織り（パイル織物を除く）、染めてない商品
の製造

Manufacturing of broadwoven fabrics, cotton, twill weave (excluding
pile), gray goods 11 繊維工業

2020675000 広幅織物、綿、その他すべての織物（無地、パイル織物、綾織
物を除く）、雑貨の製造

Manufacturing of broadwoven fabrics, cotton, all other weaves
(excluding plain, pile, and twill), gray goods 11 繊維工業

2020725000 広幅織物、化学繊維、85％以上のフィラメント糸（主にレーヨ
ン、アセテート、リヨセル）、染めてない商品の製造

Manufacturing of broadwoven fabrics, manmade fiber, 85 percent or
more filament yarns (chiefly rayon, acetate, and lyocell), gray goods 11 繊維工業

2020750000 広幅織物、化学繊維、85％以上のフィラメント糸（レーヨン、
アセテート、リヨセルを除く）、染めてない商品の製造

Manufacturing of broadwoven fabrics, manmade fiber, 85 percent or
more filament yarns (excluding rayon, acetate, and lyocell), gray goods 11 繊維工業

2020775000 広幅織物、化学繊維、平織り（パイル織物を除く）、85％以上
の紡績糸（ウール混紡を除く）、染めてない商品の製造

Manufacturing of broadwoven fabrics, manmade fiber, plain weave
(excluding pile), 85 percent or more spun yarns (excluding wool
blends), gray goods

11 繊維工業

2020800000 広幅織物、化学繊維、綾織り（パイル織物を除く）、85％以上
の紡績糸（ウール混紡を除く）、染めてない商品の製造

Manufacturing of broadwoven fabrics, manmade fiber, twill weave
(excluding pile), 85 percent or more spun yarns (excluding wool
blends), gray goods

11 繊維工業

2020825000
広幅織物、化学繊維、その他すべての織物（無地、パイル織
物、綾織物を除く）、85％以上の紡績糸（ウール混紡を除
く）、染めてない商品の製造

Manufacturing of broadwoven fabrics, manmade fiber, all other weaves
(excluding plain, twill, and pile), 85 percent or more spun yarn
(excluding wool blends), gray goods

11 繊維工業

2020850000
広幅織物、絹（綿を除く）及び他の化学繊維を含む天然繊維、
それぞれ総繊維含有量の85％未満（羊毛およびパイルを除く）
の紡績糸と細糸の組み合わせ、染めてない商品の製造

Manufacturing of broadwoven fabrics, natural fibers, including silk
(excluding cotton) and other manmade fibers, combinations of spun and
filament yarns, each less than 85 percent of total fiber content
(excluding wool blends and pile), gray goods

11 繊維工業

2020875000
広幅織物、絹（綿を除く）及び他の化学繊維を含む天然繊維、
その他すべての織物（パイル織物を含む）、染めてない商品の
製造

Manufacturing of broadwoven fabrics, natural fibers, including silk
(excluding cotton) and other manmade fibers, all other weaves
(including pile), gray goods

11 繊維工業

2020875003 広幅織物、絹（綿を除く）及びその他の化学繊維を含む天然繊
維、パイル織物、染めてない商品の製造

Manufacturing of broadwoven fabrics, natural fibers, including silk
(excluding cotton) and other manmade fibers, pile fabrics, gray goods 11 繊維工業

2020875006
広幅織物、絹（綿を除く）及び他の化学繊維を含む天然繊維、
その他すべての織物（パイル織物を除く）、染めてない商品の
製造

Manufacturing of broadwoven fabrics, natural fibers, including silk
(excluding cotton) and other manmade fibers, all other weaves
(excluding pile), gray goods

11 繊維工業

2020900000 広幅織物、ウール、生機の製造 Manufacturing of broadwoven fabrics, wool, gray goods 11 繊維工業

2020950000 染めた広幅織物、綿、平織り（パイルを除く）の製造
Manufacturing of finished broadwoven fabrics, cotton, plain weave
(excluding pile) 11 繊維工業

2020975000 染めた広幅織物、綿、パイル（ベルベット、フラシ天、コー
デュロイ、テリータオル、テリークロスを含む）の製造

Manufacturing of finished broadwoven fabrics, cotton, pile (including
velvets, plushes, corduroy, terry toweling, and terry cloth) 11 繊維工業

2020980000 染めた広幅織物、綿、ツイル織り（パイルを除く）の製造
Manufacturing of finished broadwoven fabrics, cotton, twill weave
(excluding pile) 11 繊維工業

2020985000
サテン、オックスフォード、テーブルダマスク、ジャカード、
ドビーシャツなど、織物、綿、その他すべての織物（平織り、
パイル、ツイルを除く）の製造

Manufacturing of finished broadwoven fabrics, cotton, all other weaves
(excluding plain, pile, and twill), including sateens, oxfords, table
damask, jacquard, and dobby shirting

11 繊維工業

2021000000 絹（綿、羊毛を除く）、捺染布（平織り、パイルを除く）、紡
績糸を含む染めた広幅織物、化学繊維または天然繊維の製造

Manufacturing of finished broadwoven fabrics, manmade or natural
fibers, including silk (excluding cotton and wool), print cloth (plain
weave, excluding pile), 85 percent or more spun yarn

11 繊維工業

2021025000
絹（綿、羊毛を除く）、その他すべての平織り（捺染布、パイ
ルを除く）、85％以上の紡績糸など、染めた広幅織物、化学繊
維または天然繊維の製造

Manufacturing of finished broadwoven fabrics, manmade or natural
fibers, including silk (excluding cotton and wool), all other types of
plain weave (excluding print cloth and pile), 85 percent or more spun
yarn

11 繊維工業

2021030000
絹（綿、羊毛を除く）、パイル織物（ベルベット、フラシ天、
コーデュロイを含む）、85パーセント以上の紡績糸を含む、染
めた広幅織物、化学繊維または天然繊維の製造

Manufacturing of finished broadwoven fabrics, manmade or natural
fibers, including silk (excluding cotton and wool), pile (including
velvets, plushes, and corduroys), 85 percent or more spun yarn

11 繊維工業

2021050000 絹（綿、羊毛を除く）、綾織（パイルを除く）、85％以上の紡
績糸を含む、染めた広幅織物、化学繊維または天然繊維の製造

Manufacturing of finished broadwoven fabrics, manmade or natural
fibers, including silk (excluding cotton and wool), twill weave
(excluding pile), 85 percent or more spun yarn

11 繊維工業

2021075000
絹（綿、羊毛を除く）を含む化学繊維または天然繊維の染めた
広幅織物、紡績糸85パーセント以上のその他の織物（無地、パ
イル織物、綾織物を除く）の製造

Manufacturing of finished broadwoven fabrics, manmade or natural
fibers, including silk (excluding cotton and wool), other weaves
(excluding plain, pile, and twill), 85 percent or more spun yarn

11 繊維工業

2021125000 主にポリエステル、85％以上のフィラメント糸の染めた広幅織
物の製造

Manufacturing of finished broadwoven fabrics, chiefly polyester, 85
percent or more filament yarn 11 繊維工業

2021150000 絹（綿、羊毛を除く）を含む、人造繊維および天然繊維、その
他すべての種類の染めた広幅織物の製造

Manufacturing of finished broadwoven fabrics, manmade and natural
fibers, including silk (excluding cotton and wool), all other types 11 繊維工業

2021150003 化学繊維（ポリエステルを除く）及び絹（綿および羊毛を除
く）を含む天然繊維、85％以上の細糸の染めた広幅織物の製造

Manufacturing of finished broadwoven fabrics, manmade fibers
(excluding polyester) and natural fibers, including silk (excluding cotton
and wool), 85 percent or more filament yarn

11 繊維工業

2021150006
絹（綿と羊毛を除く）を含む、染めた広幅織物、人工繊維およ
び天然繊維、その他すべての布（紡績糸と細糸の組み合わせ、
羊毛との混紡、絹との混紡を含む）の製造

Manufacturing of finished broadwoven fabrics, manmade and natural
fibers, including silk (excluding cotton and wool), all other fabrics
(including combinations of spun and filament yarns, blends with wool,
silk, and blends with silk)

11 繊維工業

2021175000 染めた広幅織物、ウール織物およびフェルトの製造 Manufacturing of finished broadwoven fabrics, wool fabrics and felts 11 繊維工業

2021225000 ガラス繊維マット、繊維タイプの製造 Manufacturing of glass fiber mat, textile-type 11 繊維工業

      67104010102 細幅織物 Narrow fabrics

2021250000 幅12インチ以下の幅の狭い柔軟性のある織物の製造
Manufacturing of narrow fabrics (12 inches or less in width), woven,
elastic 11 繊維工業

2021275000 不織布、非弾性素材（ラベル、リボン、テープ）の幅12インチ
以下の幅の狭い布の製造

Manufacturing of narrow fabrics (12 inches or less in width), woven,
nonelastic (labels, ribbons, and tape) 11 繊維工業
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大分類67
生産用材料・消耗品及び関連製品（食料品製造及び
サービスに投入する加工食料品・飲料を除く）

JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び
米センサスコード一覧

日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2021275003 幅12インチ以下の織物、非弾性ラベルの製造
Manufacturing of narrow fabrics (12 inches or less in width), woven,
nonelastic, labels 11 繊維工業

2021275006 幅12インチ以下の織物、テープ、織物のエッジリボンの製造
Manufacturing of narrow fabrics (12 inches or less in width), woven,
tape and woven edge ribbons 11 繊維工業

2021300000
他のすべての幅の狭い織物（幅12インチ以下）、ウェビングを
含む非伸縮性（ラベル、織ったエッジリボン、テープを除く）
の製造

Manufacturing of all other narrow fabrics (12 inches or less in width),
woven, nonelastic, including webbing (excluding labels, woven edge
ribbons, and tape)

11 繊維工業

2021325000 編組、幅の狭い織物（幅12インチ以下）の製造 Manufacturing of narrow fabrics (12 inches or less in width), braided 11 繊維工業

2021350000 被覆ゴム糸の製造 Manufacturing of covered rubber thread 11 繊維工業

      67104010103 ニット織物 Knit fabrics

2021400000
不織布の製造（ハウスラップ、紙、織布、編布、またはタフ
テッド布、およびプレス、パンチ、または織りフェルトを除
く）

Manufacturing of nonwoven fabrics (excluding housewraps; paper;
woven, knitted, or tufted fabrics; and pressed, punched, or woven felts) 11 繊維工業

2021400003
ウェットレイドの不織布（ハウスラップ、紙、織物、編物、ま
たはタフテッドの織物、およびプレス、パンチ、または織物の
フェルトを除く）の製造

Manufacturing of nonwoven fabrics, wet laid (excluding housewraps;
paper; woven, knitted, or tufted fabrics; and pressed, punched, or
woven felts)

11 繊維工業

2021400006
ウェットレイドを除く、不織布の製造（ハウスラップ 紙；織
物、編物、または房状の布地。 プレス、パンチ、または織り
フェルト）

Manufacturing of nonwoven fabrics, excluding wet laid; housewraps;
paper; woven, knitted, or tufted fabrics; and pressed, punched, or
woven felts

11 繊維工業

2021425000 ウェフト（円形）ニット生地、生地反（靴下を除く）、狭い
（幅12インチ以下）の製造

Manufacturing of weft (circular) knit fabrics, greige goods (excluding
hosiery), narrow (12 inches wide or less) 11 繊維工業

2021450000 ウェフトニット（丸）生地、生地反（靴下を除く）、広い生地
（幅12インチ以上）の製造

Manufacturing of weft (circular) knit fabrics, greige goods (excluding
hosiery), broad (more than 12 inches wide) 11 繊維工業

2021475000 ウェフトニット（丸）織物の製造（靴下を除く）
Manufacturing of weft (circular) knit fabrics, finished (excluding
hosiery) 11 繊維工業

2021525000 狭い（幅12インチ以下）ニット生地の仕入・加工 Purchasing and finishing narrow (12 inches wide or less) knit fabrics 11 繊維工業

2021550000 幅広（12インチ幅以上）ニット生地の仕入・加工 Purchasing and finishing broad (more than 12 inches wide) knit fabrics 11 繊維工業

2021575000 たて編み物、生地反の製造 Manufacturing of warp knit fabrics, greige goods 11 繊維工業

2021575003 たて編み物、生地反、幅の狭い生地（幅12インチ以下）の製造
Manufacturing of warp knit fabrics, greige goods, narrow (12 inches
wide or less) 11 繊維工業

2021575006 たて編み物、生地反、広幅生地（幅12インチ以上）の製造
Manufacturing of warp knit fabrics, greige goods, broad (more than 12
inches wide) 11 繊維工業

2021600000 たて編み物の製造及び仕上げ Manufacturing of warp knit fabrics, finished 11 繊維工業

2021625000
ボビンレースやバーメンレースを含むレース用品、ネット用
品、すべてのリーバー、ノッティンガムレース機械製品の製造
（ラッセルレース機械製品およびバーンアウトレースを除く）

Manufacturing of lace and net goods, all leavers and Nottingham lace
machine products, including bobbinets and barmen laces (excluding
raschel lace machine products and burned-out laces)

11 繊維工業

      67104010104 刺繍品 Embroideries

2021650000 刺繍の製造（自動刺しゅう織機製品を除く） Manufacturing of embroideries (excluding Schiffli machine products) 11 繊維工業

2021675000 自動刺しゅう織機刺繍の製造 Manufacturing of Schiffli machine embroideries 11 繊維工業

      67104010105 ボタン、針、ピン、その他の衣服の留め具 Buttons, needles, pins, and other apparel fasteners

2021700000
ボタンバック、ブランク、金型を含むボタン及びボタン部品の
製造（貴金属製及び貴石、半貴石製のボタン、ボタン部品を除
く）

Manufacturing of buttons and button parts, including button backs,
blanks, and molds (excluding buttons and button parts made of precious
metals and precious and semiprecious stones)

32 その他の製造業

2021725000 貴金属及び貴石、半貴石からなるジッパー及びスライドファス
ナーを除くジッパー及びスライドファスナーの製造

Manufacturing of zippers and slide fasteners, excluding zippers and
slide fasteners made of precious metals and precious and semiprecious
stones

32 その他の製造業

2021750000
貴金属及び貴石、半貴石からなるものを除く、バックル、ファ
スナー（スライドファスナーを除く）、ニードル及びピンの製
造

Manufacturing of buckles, fasteners (excluding slide fasteners), needles,
and pins, excluding those made of precious metals and precious and
semiprecious stones

32 その他の製造業

2021750003 貴金属及び貴石、半貴石で作られたバックルを除くバックル
（布及び他の材料で覆われたバックルを含む）の製造

Manufacturing of buckles (including buckles covered with fabrics and
other materials), excluding buckles made of precious metals and
precious and semiprecious stones

32 その他の製造業

2021750006
留め金とテープ、フックとアイ、リベットとバリ、トリミング
を含むファスナー（スライドファスナーを除く）の製造（貴金
属と貴石と半貴石からなるファスナーを除く）

Manufacturing of fasteners (excluding slide fasteners), including snap
and tape, hook and eyes, rivet and burrs, and trimmings (excluding
fasteners made of precious metals and precious and semiprecious
stones)

32 その他の製造業

2021750009
貴金属及び貴石、半貴石からなる針及びピンを除く、針（皮下
注射、表音文字、レコードの針、縫合を除く）及びピン（宝石
を除く）の製造

Manufacturing of needles (excluding hypodermic, phonographic, stylus,
and suture) and pins (excluding jewelry), excluding needles and pins
made of precious metals and precious and semiprecious stones

32 その他の製造業

      67104010107 織物製造用各種製品 Miscellaneous products for textile manufacturing

2021850000 婦人、女の子用の靴下を除く、加工されていない生地のまま出
荷された薄手の靴下の製造

Manufacturing of sheer hosiery, excluding socks, women's, misses', and
girls', shipped in the greige 11 繊維工業

2021875000 加工されていない生地のまま出荷された継ぎ目のない靴下の製
造（薄手のものを除く）

Manufacturing of hosiery (excluding sheer), seamless, shipped in the
greige 11 繊維工業

2021925000 装飾及び染色、漂白された毛皮や生皮の製造 Manufacturing of furs and pelts, dressed and dyed or bleached 20
なめし革・同製品・
毛皮製造業

2021950000 アパレル製造用レザーベルトの製造 Manufacturing of leather belts for apparel manufacturing 20
なめし革・同製品・
毛皮製造業

2021950003 アパレル会社、女性及び女の子用に製造された革ベルトの製造
Manufacturing of leather belts, made for sale to apparel companies,
women's and girls' 20

なめし革・同製品・
毛皮製造業

2021950006 アパレル会社、男性及び男の子用に製造された革ベルトの製造
Manufacturing of leather belts, made for sale to apparel companies,
men's and boys' 20

なめし革・同製品・
毛皮製造業
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2021975000 ブーツと靴の材料の製造 Manufacturing of boot and shoe cut stock and findings 20
なめし革・同製品・
毛皮製造業

2022000000 ゴム引き布及び衣服、履物の製造 Manufacturing of rubber coated fabrics, garment and footwear 11 繊維工業

2022025000 融合したものや密封されたものを除く、バイアス結合、アパレ
ル、観念貿易の製造

Manufacturing of bias binding, apparel and notion trade, excluding
fused and sealed edge 11 繊維工業

2022050000 アパレルアクセサリー、その他すべてのタイプ（アパレル用の
材料、トリミングなど）の製造

Manufacturing of apparel accessories, all other types (apparel findings,
trimmings, etc ), fabricated 11 繊維工業

2022075000 帽体と布製キャップの製造 Manufacturing of hat bodies and fabric caps 11 繊維工業

2022100000 加工不織布製品の製造 Manufacturing of fabricated nonwoven products 11 繊維工業

2022100003 不織布から作られたリボン、ラミネート加工及び非ラミネート
加工のリボン（装飾用紐、弓、ロゼットなど）の製造

Manufacturing of ribbons, laminated and nonlaminated gift tyings
(decorative string, bows, rosettes, etc ), made from nonwoven fabrics 11 繊維工業

2022100006 おむつ、整形外科用、補綴用、外科用用品を除く、その他すべ
ての不織布加工品の製造

Manufacturing of all other fabricated nonwoven products, excluding
diapers and orthopedic, prosthetic, and surgical supplies 11 繊維工業

2022150000 サイズの製造（繊維その他） Manufacturing of sizes (textile and other) 11 繊維工業

2022175000 コットン綿くず採取機の製造 Manufacturing of cotton linters 11 繊維工業

2022200000 自動車を除く、家具を含む装飾品の製造
Manufacturing of trimmings, nonapparel, including furniture, excluding
automotive 11 繊維工業

小分類67106 木材製品及び家具製造用の材料・消耗品
Materials and supplies for wood product and furniture
manufacturing

  6710601 木材製品及び家具製造用の材料・消耗品 Materials and supplies for wood product and furniture manufacturing

    671060101 板材・木材（建設用を除く） Lumber and wood, except for construction

      67106010101 板材・木材（建設用を除く） Lumber and wood, except for construction

2022225000 広葉樹ラフ材の製造 Manufacturing of hardwood rough lumber 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022225003 縁取り加工されたものではない、ブナ原材料の製造 Manufacturing of beech rough lumber, not edge worked 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022225006 縁取り加工されたものではない、オーク材のラフ材の製造 Manufacturing of oak rough lumber, not edge worked 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022225009 縁取り加工されたものではない、他の広葉樹ラフ材の製造 Manufacturing of other hardwood rough lumber, not edge worked 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022250000 広葉樹のサイズごとに切り分けられ、完全に機械加工された組
み立て用の表面が粗な工業用カット材

Manufacturing of hardwood industrial cut stock, rough or surfaced, cut
to size and semi and fully machined, ready for assembly 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022275000 針葉樹産業用カット材の製造 Manufacturing of softwood industrial cut stock 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022300000 軟材原材料の製造 Manufacturing of softwood rough lumber 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022300003 縁取り加工されていない、呼び厚さが2インチ未満の針葉樹粗材
の製造

Manufacturing of softwood rough lumber, less than 2 inches in nominal
thickness, not edge worked 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022300006 縁取り加工されていない針葉樹の粗い2インチ木材の製造（呼び
厚さが2インチのみ）

Manufacturing of softwood rough 2-inch lumber, 2 inches in nominal
thickness only, not edge worked, 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022300009 呼び厚さ2インチ以上で、縁取り加工されていない針葉樹の粗い
木材及び材木の製造

Manufacturing of softwood rough lumber and timbers, more than 2
inches in nominal thickness, not edge worked 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022325000 フィールドチップを除く木材チップの製造 Manufacturing of wood chips, excluding field chips 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022350000 窯乾燥材の製造 Manufacturing of kiln-dried lumber 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022375000 紙又は布、他の柔軟な材料で裏打ちされたベニヤを含む針葉樹
ベニヤの製造

Manufacturing of softwood veneer, including veneer backed with
paper, cloth, or other flexible material 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022400000 木ずりの製造 Manufacturing of wood lath 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022425000 縁取り加工されていない広葉樹の木目を塗った製材の製造 Manufacturing of hardwood dressed lumber, not edge worked 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022450000 縁取り加工された（舌付き、溝付き、切込みのあるものなど）
フローリング以外の広葉樹材の製造

Manufacturing of hardwood lumber, edge worked (tongued, grooved,
rabbeted, etc ), except flooring 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022475000 紙、布、または他の柔軟な材料で裏打ちされたベニヤを含む広
葉樹ベニヤの製造

Manufacturing of hardwood veneer, including veneer backed with
paper, cloth, or other flexible material 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022500000 仕上げ済み広葉樹合板の製造 Manufacturing of prefinished hardwood plywood 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022525000 二層ベニヤを含む広葉樹ベニヤパネルの製造 Manufacturing of hardwood veneered panels, including two-ply veneers 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022550000 パーティクルボード及び中密度ファイバーボード（MDF）の製造 Manufacturing of particleboard and medium density fiberboard (MDF) 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022625000 ハードボード製品の製造 Manufacturing of hardboard products 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022675000 広葉樹家具の材料と寸法の製造 Manufacturing of hardwood furniture cut stock and dimension 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022700000 針葉樹家具材料及び家具と工業的寸法の製造
Manufacturing of softwood furniture cut stock and furniture and
industrial dimension 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022700003 針葉樹家具材料の製造 Manufacturing of softwood furniture cut stock 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022700006 針葉樹の半機械加工及び完全加工の家具と工業的寸法の製造
Manufacturing of softwood semimachined and fully machined furniture
and industrial dimension 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022725000 家具フレーム、木材の製造 Manufacturing of furniture frames, wood 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2022750000 組み立て寸法、広葉樹材及び針葉樹材に完全に機械加工された
家具寸法の製造

Manufacturing of furniture dimensions, fully machined ready for
assembly, hardwood and softwood 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

    671060102 家具製造用非木材材料と備品 Non-wood materials and supplies for furniture manufacturing
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      67106010201 詰め材・クッション材 Padding and cushioning products

2022775000 詰め物、室内装飾材の詰め物、中綿、詰め綿の製造（発泡ゴム
及びプラスチックを除く）

Manufacturing of paddings and upholstery filling, batting, and wadding
(excluding foam rubber and plastics) 11 繊維工業

2022775003 自動車を除く（発泡ゴムおよびプラスチックを除く）、詰め物
及び室内装飾材の詰め物、中綿、詰め綿の製造

Manufacturing of paddings, upholstery fillings, batting, and wadding,
excluding automotive (excluding foam rubber and plastics) 11 繊維工業

2022775006 発泡ゴム及びプラスチックを除く自動車用パッドの製造 Manufacturing of pads, automotive, excluding foam rubber and plastics 11 繊維工業

2022800000 発泡スチロール製品の製造 Manufacturing of furniture and furnishings polystyrene foam products 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2022825000 枕及び座席、クッション用のポリウレタンフォーム成形及びス
ラブ素材の製造

Manufacturing of polyurethane foam formed and slab stock for pillows,
seating, and cushioning 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2022850000 その他のポリウレタンフォーム家具及び家具製品の製造
Manufacturing of other polyurethane foam furniture and furnishing
products 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2022850003 ポリウレタンフォームマットレスコアの製造（カバーのないも
ののみ）

Manufacturing of polyurethane foam mattress cores (uncovered only) 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2022850006 ポリウレタンフォームトッパーパッドとキルティングロールの
製造

Manufacturing of polyurethane foam topper pads and quilting rolls 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2022850009 その他の家具および家具の製造、ポリウレタンフォーム製品
Manufacturing of other furniture and furnishings polyurethane foam
products 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2022875000 室内装飾用ラテックスフォームの製造（シート及びスラブ素
材）

Manufacturing of latex foam for upholstery (sheet and slab stock) 16 化学工業

2022900000 電気及び電子ポリスチレンフォーム製品の製造 Manufacturing of electrical and electronic polystyrene foam products 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2022925000 電気及び電子ポリウレタンフォーム製品の製造 Manufacturing of electrical and electronic polyurethane foam products 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2022950000 ラテックスフォーム製品及び化学発泡（オープンセル及びク
ローズドセル）ゴムスポンジの製造

Manufacturing of latex foam products and chemically blown (open and
closed cell) rubber sponges 16 化学工業

2022950003 他の用途のための化学ブローンオープンセル及びクローズドセ
ルスポンジゴムの製造

Manufacturing of chemically blown open and closed cell rubber sponge
for other uses 19 ゴム製品製造業

2022950006 電気器具及び空調、冷蔵用の化学ブロー成形独立気泡スポンジ
ゴムの製造

Manufacturing of chemically blown closed cell rubber sponge for
appliances, air-conditioning, and refrigeration 19 ゴム製品製造業

2022975000
ボックススプリング、インナースプリングマットレス、二重目
的の睡眠家具、及びその他の布張り家具用のワイヤースプリン
グユニットの製造

Manufacturing of wire spring units for box springs, innerspring
mattresses, dual-purpose sleep furniture, and other upholstered
furniture

13
家具・装備品製造
業

      67106010202 家具・キャビネット製造用その他の材料・消耗品 Other materials and supplies for furniture and cabinet manufacturing

2023000000 プラスチック製の家具部品及び家具の製造（フォーム及び強化
プラスチックを除く）

Manufacturing of plastics furniture components and furnishings
(excluding foam and reinforced plastics) 13

家具・装備品製造
業

2023000003 プラスチック製家具部品及び附属品、部品の製造（発泡プラス
チック及び強化プラスチックを除く）

Manufacturing of plastics furniture components, accessories, and parts
(excluding foam and reinforced plastics) 13

家具・装備品製造
業

2023000006 その他のプラスチック製家具部品及び備品（備品及び鏡、額縁
などを含む）の製造（フォーム及び強化プラスチックを除く）

Manufacturing of other plastics furniture components and furnishings
(including fixtures, mirror and picture frames, etc ) (excluding foam and
reinforced plastics)

13
家具・装備品製造
業

2023025000
引き出しの取っ手とハンドル、回転式及び傾斜稼働式の家具の
据え付け品と基礎、家具と引き出しのスライド、家具のキャス
ター、その他の床保護装置（キャビネットの金具を除く）を含
む家具ハードウェアの製造

Manufacturing of furniture hardware, including drawer pulls and
handles, rotating and tilting furniture fixtures and bases, furniture and
drawer slides, furniture casters, and other floor protective devices
(excluding cabinet hardware)

13
家具・装備品製造
業

2023050000 積層プラスチック板・シート（包装材を除く）・形状の製造
Manufacturing of laminated plastics plates, sheets (excluding
packaging), and shapes 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2023075000 家具用金属のプレス加工の製造 Manufacturing of furniture metal job stampings 24 金属製品製造業

2023100000 フレーム及び睡眠装置を含む家具部品、プラスチック及び金属
及びその他の種類（金属製家具ハードウェアを除く）の製造

Manufacturing of furniture parts, plastic and metal, including frames
and sleeper mechanisms and other types (excluding metal furniture
hardware)

24 金属製品製造業

小分類67107 製紙用の材料・消耗品 Materials and supplies for paper manufacturing

  6710701 製紙用の材料・消耗品 Materials and supplies for paper manufacturing

    671070101 製紙用の材料・消耗品 Materials and supplies for paper manufacturing

      67107010101 パルプ Pulp

2023125000
特殊アルファ及び溶解性木材パルプ（化成、製紙などの用途の
ための亜硫酸塩及び硫酸塩）、硫酸塩木材パルプ（ソーダを含
む）、亜硫酸木材パルプ、その他の木材パルプの製造

Manufacturing of special alpha and dissolving woodpulp (sulfite and
sulfate for chemical conversion, papermaking, and other uses), sulfate
woodpulp (including soda), sulfite woodpulp, and other woodpulp

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023150000 木綿以外のパルプ、わら、雑巾、亜麻、脱墨紙、バガスなどか
ら製造されたパルプの製造

Manufacturing of pulp, other than wood, including pulp made from
cotton linters, straw, rag, flax, deinked paper, bagasse, etc 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

      67107010102 厚紙製品 Paperboard products

2023175000 未漂白クラフトライナーボードの製造 Manufacturing of unbleached kraft linerboard 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023200000
チューブ、缶、ドラム板紙などの他の未漂白クラフト包装及び
工業用加工板紙、段ボール紙、折りたたみカートン型板紙など
の製造

Manufacturing of other unbleached kraft packaging and industrial
converting paperboard, including tube, can, and drum paperboard,
corrugating medium, folding carton-type board, etc

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023225000 漂白紙箱型板紙の製造 Manufacturing of bleached folding carton-type paperboard 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023250000 漂白牛乳パックの製造 Manufacturing of bleached milk carton board 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023275000
ライナーボード、厚手のカップ及び円形の食品容器ボード、プ
レート、皿、トレイストックを含む他の固体漂白板紙、ならび
に湿性、液体、油性の食品用の板紙の製造

Manufacturing of other solid bleached paperboard, including linerboard,
heavyweight cup and round nested food container board, plate, dish,
and tray stock, and paperboard for moist, liquid, and oily foods

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023275003 漂白ライナーボードの製造 Manufacturing of bleached linerboard 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業
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2023275006 漂白厚手のカップ及び円形の食品容器板紙の製造
Manufacturing of bleached heavyweight cup and round nested food
container paperboard 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023275009 漂白板及び皿、トレイ板紙素材の製造 Manufacturing of bleached plate, dish, and tray paperboard stock 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023275012 湿性及び液体、油性の食品のための板紙を含む他の固形漂白板
紙の製造

Manufacturing of other solid bleached paperboard, including
paperboard for moist, liquid, and oily foods 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023300000 段ボールを含む半化学板紙の製造（バージンパルプの75％以
上）

Manufacturing of semichemical paperboard, including corrugating
medium (75 percent or more virgin woodpulp) 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023325000 リサイクル段ボール紙の製造 Manufacturing of recycled corrugating medium 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023350000 リサイクルライナーボード、コンテナチップ、フィラーボード
の製造

Manufacturing of recycled linerboard and container chip and filler board 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023350003 リサイクルライナーボードの製造 Manufacturing of recycled linerboard 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023350006 リサイクルコンテナチップ及びフィラーボードの製造 Manufacturing of recycled container chip and filler board 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023375000 再生粘土コート折りたたみカートンボードの製造 Manufacturing of recycled clay-coated folding carton board 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023400000 クラフトと白を含む、裏地のないリサイクル折りたたみカート
ンチップボードの製造

Manufacturing of recycled unlined folding carton chipboard, and lined,
including kraft and white 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023400003 リサイクル裏地のない折りたたみカートンチップボードの製造 Manufacturing of recycled unlined folding carton chipboard 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023400006 クラフトと白を含むリサイクル裏地付き折りたたみカートン
ボードの製造

Manufacturing of recycled lined folding carton board, including kraft
and white 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023425000
段ボール、チューブ、缶、ドラムストック、石膏ライナーボー
ド、パネルボード及びウォールボードストック、その他の特殊
な包装及び加工板紙を含む、その他の再生板紙の製造

Manufacturing of other recycled paperboard, including setup, tube, can,
and drum stock, gypsum linerboard, panelboard and wallboard stock,
and other special combination packaging and converting paperboard

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023425003 リサイクル段ボールの製造 Manufacturing of recycled setup board 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023425006 再生チューブ、缶、ドラム板紙素材の製造 Manufacturing of recycled tube, can, and drum paperboard stock 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023425009 リサイクル石膏ライナーボードの製造 Manufacturing of recycled gypsum linerboard 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023425012 パネルボード及びウォールボードストック、その他の特殊包装
及び工業用加工板紙を含む、その他の再生板紙の製造

Manufacturing of other recycled paperboard, including panelboard and
wallboard stock and other special combination packaging and industrial
converting paperboard

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023450000 バインダーボード及びシューボードを含む湿式機械ボードの製
造

Manufacturing of wet machine board, including binders' board and shoe
board 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047250000 ペースト又はライニング、ラミネート、表面コート板紙の製造
Manufacturing of pasted, lined, laminated, or surface-coated
paperboard 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

      67107010103 紙（印刷紙を除く） Paper, except printing paper

2023475000 漂白ブリストル紙及び粘土コート、未コートフリーシート、綿
繊維、特殊工業用、包装用、工業用加工紙の製造

Manufacturing of bleached bristols and clay-coated, uncoated freesheet,
cotton fiber, special industrial, packaging, and industrial converting
papers

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023500000 包装紙を除く、その他のコート紙及び加工紙の製造
Manufacturing of other coated and processed papers, excluding for
packaging uses 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023500003 包装紙を除く、その他すべてのコート紙及び加工紙の製造
Manufacturing of all other coated and processed papers, excluding for
packaging uses 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023500006 ノーカーボン紙、油を塗った紙、石鹸含浸紙、処理紙などを含
む、感光紙を除くコート紙及び加工紙の製造（包装紙を除く）

Manufacturing of coated and processed papers (excluding for
packaging uses), including carbonless, oiled, soap-impregnated, treated,
etc , but excluding sensitized paper

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023525000 建築紙の製造 Manufacturing of construction paper 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

小分類67108 印刷プロセス用の材料・消耗品 Materials and supplies for printing processes

  6710801 印刷プロセス用の材料・消耗品 Materials and supplies for printing processes

    671080101 印刷プロセス用の材料・消耗品 Materials and supplies for printing processes

      67108010101 2023575000 新聞用紙 Newsprint 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

      67108010102 その他の印刷用紙 Other printing paper

2023600000 コートされていない挽き紙（10％以上の機械繊維を含む）の製
造

Manufacturing of uncoated ground-wood paper (containing more than
10 percent mechanical fiber) 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023625000 片面及び両面コート紙の製造 Manufacturing of printing paper, coated one and two sides 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2023650000 結婚式や社交の発表、紙、カード、封筒の製造
Manufacturing of wedding and social announcements, paper, cards, and
envelopes 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

小分類67110 化学品製造用の材料・消耗品 Materials and supplies for chemical manufacturing

  6711001 化学品製造用の材料・消耗品 Materials and supplies for chemical manufacturing

    671100101 化学品製造用の材料・消耗品 Materials and supplies for chemical manufacturing

      67110010110 化学製品製造用各種製品 Miscellaneous products for chemical manufacturing

2025175000 酸又は他の材料で人工的に活性化された処理粘土の製造
Manufacturing of treated clays, artificially activated with acid or other
materials 16 化学工業

2025200000 食用に加工されていない大豆油の製造（酸精製など）
Manufacturing of soybean oil processed for inedible purposes (acid
refined, etc ) 16 化学工業

2025225000 特殊石油ナフサの製造 Manufacturing of special petroleum naphthas 16 化学工業
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2025250000 蒸留水の製造 Manufacturing of distilled water 16 化学工業

2025300000 木粉の製造 Manufacturing of wood flour 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2025325000 ゼラチン製品の製造 Manufacturing of gelatin products 16 化学工業

2025325003 ゼラチン、食品用食品、即席デザートを除く、医薬品及び写真
の製造

Manufacturing of gelatin, food grade, excluding ready-to-eat desserts,
pharmaceutical and photographic 16 化学工業

2025325006 未充填カプセルを除く医薬品グレードの製造 Manufacturing of pharmaceutical grade, excluding unfilled capsules 16 化学工業

2025325009 その他のゼラチン製品の製造 Manufacturing of other gelatin products 16 化学工業

小分類67111 プラスチック及びゴム製品の製造用材料・消耗品
Materials and supplies for plastics and rubber products
manufacturing

  6711101 プラスチック及びゴム製品の製造用材料・消耗品 Materials and supplies for plastics and rubber products manufacturing

    671110101 プラスチック及びゴム製品の製造用材料・消耗品 Materials and supplies for plastics and rubber products manufacturing

      67111010102 ゴム製品 Rubber products

2025425000 ラテックスを除くスチレンブタジエンゴム（SBR）の製造 Manufacturing of styrene-butadiene rubber (SBR), excluding latex 16 化学工業

2025450000 スチレンブタジエンゴム（SBR）、ラテックスの製造 Manufacturing of styrene-butadiene rubber (SBR), latex 16 化学工業

2025475000 ブチル、ポリクロロプレン、ステレオポリイソプレンエラスト
マー、ラテックスを含むニトリルゴムの製造

Manufacturing of butyl, polychloroprene, and stereo polyisoprene
elastomers, and nitrile rubber, including latex 16 化学工業

2025475003 ラテックスを含むニトリルゴムの製造 Manufacturing of nitrile rubber, including latex 16 化学工業

2025475006 ラテックスを含むブチル及びポリクロロプレン、ステレオポリ
イソプレンエラストマーの製造

Manufacturing of butyl, polychloroprene, and stereo polyisoprene
elastomers, including latex 16 化学工業

2025500000 ラテックスを含むステレオポリブタジエンエラストマーの製造 Manufacturing of stereo polybutadiene elastomers, including latex 16 化学工業

2025525000 ラテックスを含むエチレン - プロピレンエラストマーの製造 Manufacturing of ethylene-propylene elastomers, including latex 16 化学工業

2025550000 シリコーンエラストマーの製造 Manufacturing of silicone elastomers 16 化学工業

2025575000 ラテックスを含む熱可塑性エラストマーを除く、他のエラスト
マーの製造

Manufacturing of other elastomers, excluding thermoplastic elastomers,
including latex 16 化学工業

2025600000 熱可塑性エラストマーの製造 Manufacturing of thermoplastics elastomers 16 化学工業

2025625000 タイヤコード及びタイヤ織物の製造 Manufacturing of tire cord and tire fabrics 11 繊維工業

2025650000 ゴムコンパウンド又は混合物の製造 Manufacturing of rubber compounds or mixtures 16 化学工業

2025675000
再生ゴム（天然または合成（化学）加硫スクラップゴムの加工
または処理から生じる再生残渣または泥を除く任意の加硫性材
料）の製造

Manufacturing of reclaimed rubber (any vulcanizable material excluding
reclaimed residue or mud derived from processing or treatment of
natural or synthetic (chemical) vulcanized scrap rubber)

19 ゴム製品製造業

小分類67116 機械及び輸送機器の製造用材料・消耗品
Materials and supplies for machinery and transportation
equipment manufacturing

  6711601 機械及び輸送機器の製造用材料・消耗品
Materials and supplies for machinery and transportation equipment
manufacturing

    671160101 機械及び輸送機器の製造用材料・消耗品
Materials and supplies for machinery and transportation equipment
manufacturing

      67116010118 機械・輸送機器製造用その他の各種材料・消耗品
Other miscellaneous materials and supplies for machinery and
transportation equipment manufacturing

2032600000 海洋用塗料を除く、相手先商標製造会社（OEM）用の製品仕上げ
の製造

Manufacturing of product finishes for original equipment manufacturers
(OEM), excluding marine coatings 24 金属製品製造業

2032600003 自動車、軽トラック、バン、スポーツ用多目的車の製造
Manufacturing of automobile, light truck, van, and sport utility vehicle
finishes 31

輸送用機械器具製
造業

2032600006 自動車部品仕上がりの製造 Manufacturing of automobile parts finishes 31
輸送用機械器具製
造業

2032600009 大型トラック、バス、娯楽用車両の製造
Manufacturing of heavy-duty truck, bus, and recreational vehicle
finishes 31

輸送用機械器具製
造業

2032600012 航空機や鉄道を含むその他の輸送機器の製造
Manufacturing of other transportation equipment finishes, including
aircraft and railroad 31

輸送用機械器具製
造業

2032600015 その他の粉体塗料の製造 Manufacturing of other powder coatings 16 化学工業

2032600018 顔料分散液やインク展色剤などの半製品を除く、その他の工業
製品の製造

Manufacturing of other industrial product finishes, excluding semi-
manufactured products such as pigment dispersions and ink vehicles 16 化学工業

2032600021 家電製品、暖房機器、エアコンの製造
Manufacturing of appliance, heating equipment, and air conditioner
finishes 31

輸送用機械器具製
造業

2032600024 木製家具、キャビネット、備品仕上げの製造 Manufacturing of wood furniture, cabinet, and fixture finishes 13
家具・装備品製造
業

2032600027 木材およびコンポジションボードの平らな仕上がりの製造 Manufacturing of wood and composition board flat stock finishes 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2032600031 アルミニウム押出材およびサイディング用のコーティングを含
む金属建材製品の仕上げの製造

Manufacturing of metal building product finishes, including coatings for
aluminum extrusions and siding 24 金属製品製造業

2032600036 道路建設機器や農機具などの機械設備の製造
Manufacturing of machinery and equipment finishes, including road
building equipment and farm implement 26

生産用機械器具製
造業

2032600039 事務機器の仕上げを含む、非木材家具および備品の仕上げの製
造

Manufacturing of nonwood furniture and fixture finishes, including
business equipment finishes 13

家具・装備品製造
業

2032600042 顔料バインダーを除く、紙、板紙、フィルム、および箔仕上げ
の製造

Manufacturing of paper, paper board, film, and foil finishes, excluding
pigment binders 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2032600045 電気絶縁コーティングの製造 Manufacturing of electrical insulating coatings 16 化学工業
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2032600048 粉体塗料、熱硬化性樹脂、一般装飾、電気器具の製造
Manufacturing of powder coatings, thermoset, general decorative,
appliance 16 化学工業

2032600051 粉体塗料、熱硬化性樹脂、一般装飾、自動車の製造
Manufacturing of powder coatings, thermoset, general decorative,
automotive 16 化学工業

2032600054 粉体塗料の製造、熱硬化性、一般装飾用、建築用、アルミニウ
ム押出材を含む

Manufacturing of powder coatings, thermoset, general decorative,
architectural, including aluminum extrusions 16 化学工業

2032600057 粉体塗料、熱硬化性樹脂、一般装飾、芝生および庭の製造
Manufacturing of powder coatings, thermoset, general decorative, lawn
and garden 16 化学工業

2032600061 粉体塗料、熱硬化性樹脂、一般装飾、一般金属仕上げの製造
Manufacturing of powder coatings, thermoset, general decorative,
general metal finishing 16 化学工業

2032600063 粉体塗料、感熱基材（木材、プラスチック、複合材料など）の
製造

Manufacturing of powder coatings, heat-sensitive substrates (such as
wood, plastics, composites, etc ) 16 化学工業

2032625000
機械および輸送機器用のカスタムロール成形製品（カーボン、
ステンレススチール、および合金鋼）、アルミニウムおよびそ
の他の金属の製造

Manufacturing of custom roll formed products (carbon, stainless, and
alloy steel), aluminum and other metal, for machinery and
transportation equipment

24 金属製品製造業

2032650000
自動車用ハードウェアの製造（ロックユニット、ドアと窓の
取っ手、窓の調整装置、ヒンジ、ナンバープレートブラケット
など）

Manufacturing of motor vehicle hardware (lock units, door and window
handles, window regulators, hinges, license plate brackets, etc ) 31

輸送用機械器具製
造業

2032675000 その他の輸送機器ハードウェア（自動車ハードウェアを除く）
の製造

Manufacturing of other transportation equipment hardware (excluding
motor vehicle hardware) 31

輸送用機械器具製
造業

2032675003
船舶用ハードウェア（シャックル、ロープソケット、タックル
ブロック、ワイヤーロープクリップ、クランプ、建具など）の
製造

Manufacturing of marine hardware (including shackles, rope sockets,
tackle blocks, wire rope clips, clamps, and joiners' hardware) 31

輸送用機械器具製
造業

2032675006 航空機用ハードウェアの製造 Manufacturing of aircraft hardware 31
輸送用機械器具製
造業

2032675009 その他の輸送機器ハードウェア（鉄道車両用ハードウェアを含
む）の製造

Manufacturing of other transportation equipment hardware (including
railroad car hardware) 31

輸送用機械器具製
造業

2032700000 その他のワイヤースプリングの製造 Manufacturing of other wire springs 24 金属製品製造業

2032700003 自動車用シートスプリングおよびバックスプリングの製造 Manufacturing of seat and back springs for motor vehicles 24 金属製品製造業

2032700006 バルブスプリングその他のワイヤースプリングの製造 Manufacturing of valve springs and other wire springs 24 金属製品製造業

2032725000 自動車を除く、精密旋削加工品（CNC装置またはスクリューマシ
ンで製造）の製造

Manufacturing of precision turned products (made on CNC equipment
or screw machines), excluding automotive 24 金属製品製造業

2032750000 自転車、一輪車、成人用三輪車用部品の製造 Manufacturing of parts for bicycles, unicycles, and adult tricycles 31
輸送用機械器具製
造業

2032775000 自走式ゴルフカートおよび産業用工場内の人員輸送用部品の製
造

Manufacturing of parts for self-propelled golf carts and industrial in-
plant personnel carriers 31

輸送用機械器具製
造業

2032800000 全地形対応車用部品の製造 Manufacturing of parts for all-terrain vehicles 31
輸送用機械器具製
造業

2032810000 金属脱脂機用部品の製造 Manufacturing of parts for metal degreasing machines 31
輸送用機械器具製
造業

2032815000 自走式武器、戦車、その他のフルトラックの戦闘車および装甲
実用車用部品の製造

Manufacturing of parts for self-propelled weapons, tanks, and other
full-tracked combat vehicles and armored utility vehicles 31

輸送用機械器具製
造業

小分類67117 電子・電気機器及び部品製造用の材料・消耗品
Materials and supplies for electronic and electrical
equipment, appliances, and component manufacturing

  6711701 電子・電気機器、機器及び部品製造用の材料・消耗品
Materials and supplies for electronic and electrical equipment,
appliances, and component manufacturing

    671170101 電子・電気機器、機器及び部品製造用の材料・消耗品
Materials and supplies for electronic and electrical equipment,
appliances, and component manufacturing

      67117010105 金属製囲い・木造住宅用製品 Metal enclosures and wood housing products

2033425000 鋼板金属製コンピューターおよび周辺機器エンクロージャーの
製造

Manufacturing of steel sheet metal computer and peripheral equipment
enclosures 24 金属製品製造業

2033450000 アルミ板金コンピュータおよび周辺機器エンクロージャの製造
Manufacturing of aluminum sheet metal computer and peripheral
equipment enclosures 24 金属製品製造業

2033475000
機械およびモーターハウジング、パネル、およびガード（ス
チールおよびアルミニウム）を含む、他の板金製電子機器用エ
ンクロージャー（コンピューターを除く）の製造

Manufacturing of other sheet metal electronic enclosures (excluding
computers), including machine and motor housings, panels, and guards
(steel and aluminum)

24 金属製品製造業

2033500000 コンピューターのスタンピングを除く、金属製の電子エンク
ロージャー（刻印およびプレス）の製造

Manufacturing of metal electronic enclosures (stamped and pressed),
excluding computer stampings 24 金属製品製造業

2033525000 ハウジングとして使用される木製キャビネット、テレビ、オー
ディオ、およびミシンの製造

Manufacturing of wood cabinets, television, audio, and sewing
machine, used as housings 13

家具・装備品製造
業

2033525003 ハウジングとして使用される木製キャビネット、テレビ、オー
ディオ、およびテレビとオーディオの組み合わせの製造

Manufacturing of wood cabinets, television, audio, and television and
audio combination, used as housings 13

家具・装備品製造
業

2033525006 ハウジングとして使用される木製キャビネット、その他すべて
のタイプ（ミシンを含む）の製造

Manufacturing of wood cabinets, all other types (including sewing
machine), used as housings 13

家具・装備品製造
業

      67117010108 電子・電気機器、部品製造用各種材料・消耗品
Miscellaneous materials and supplies for electronic and electrical
equipment and component manufacturing

2034075000 化学的、技術的、工業的な陶器やその他のすべての陶器製品の
製造、パイロメトリックコーン、ベリタスリングなど

Manufacturing of chemical, technical, and industrial pottery ware and
all other pottery products, including pyrometric cones, veritas rings,
etc

21
窯業・土石製品製
造業

2034100000
ステアタイト電気製品およびその他のセラミック電気製品およ
び電子用途の部品を含むすべての湿式および乾式プロセス電圧
磁器製品および部品の製造

Manufacturing of all wet and dry process voltage porcelain products
and components, including steatite electrical products and other
ceramic electrical products and components for electronic applications

21
窯業・土石製品製
造業

2034125000 コンピュータ周辺機器用アクセサリーの製造 Manufacturing of accessories for computer peripheral equipment 30
情報通信機械器具
製造業

2034150000 電話交換装置用の部品、コンポーネント、およびサブアセンブ
リの製造

Manufacturing of parts, components, and subassemblies for telephone
switching equipment 30

情報通信機械器具
製造業

2034160000 有線音声およびデータネットワーク機器用の部品、コンポーネ
ント、およびサブアセンブリの製造

Manufacturing of parts, components, and subassemblies for wireline
voice and data network equipment 30

情報通信機械器具
製造業

2034170000 放送・スタジオ・関連電子機器の部品・付属品の製造
Manufacturing of parts and accessories for broadcast, studio, and
related electronic equipment 30

情報通信機械器具
製造業
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2034172000 包装機器を含む半導体製造機械用部品の製造
Manufacturing of parts for semiconductor manufacturing machinery,
including packaging equipment 26

生産用機械器具製
造業

2034175000 ガレージを除く電動ベル（ゴング、チャイムなど）および電動
ドア開閉装置の製造

Manufacturing of electric bells (gongs, chimes, etc ) and electrical door
openers, excluding garage 29

電気機械器具製造
業

2034200000 セラミック永久磁石を除く永久磁石の製造
Manufacturing of permanent magnets, excluding ceramic permanent
magnets 29

電気機械器具製造
業

2034225000 商業用タイミング機構、時計および時計部品の製造
Manufacturing of commercial timing mechanisms, watch and clock
parts 32 その他の製造業

2034225003 時計ケース、ムーブメントおよびモジュール（時計部品を含
む）の製造

Manufacturing of watchcases, movements and modules (including
watch parts) 32 その他の製造業

2034225006 時計用宝石の製造（貴石、半貴石、天然真珠、養殖真珠の切
断、彫刻、研磨を含む）

Manufacturing of watch jewels (including cutting, engraving, and
polishing precious stones, semiprecious stones, natural pearls, and
cultured pearls)

32 その他の製造業

2034225009 市販の計時機構、タイムスタンプ機、時計ムーブメント、モ
ジュールおよびクロノメーターの製造

Manufacturing of commercial timing mechanisms, time stamp machines,
clock movements, and modules and chronometers 32 その他の製造業

2034225012 部品を含む、タイムスイッチを備えたコイン式メカニズムの製
造

Manufacturing of coin-operated mechanisms with time switches,
including parts 32 その他の製造業

2034225015
その他の時計部品（タイミングモーターを除く）、時計および
時計用ばね、タイムレコーディングおよびタイムスタンプ装置
用の部品および付属品の製造

Manufacturing of other clock parts (excluding timing motors), clock
and watch springs, and parts and attachments for time recording and
time stamp devices

32 その他の製造業

小分類67118 各種製造用材料・消耗品 Materials and supplies for miscellaneous manufacturing

  6711801 各種製造用材料・消耗品 Materials and supplies for miscellaneous manufacturing

    671180101 各種製造用材料・消耗品 Materials and supplies for miscellaneous manufacturing

      67118010101 各種製造用材料・消耗品 Materials and supplies for miscellaneous manufacturing

2034250000 木柄の製造 Manufacturing of wood handles 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2034250003 ほうき、モップ、および絵筆柄の製造 Manufacturing of wood broom, mop, and paintbrush handles 32 その他の製造業

2034250006 打撃工具用柄（斧、ピック、ハンマーなど）の製造 Manufacturing of wood striking tool handles (axe, pick, hammer, etc ) 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2034250009 鋤、シャベル、すくい、鎌、その他の整備工（農場、庭、家庭
用など）を含む、他の木製のハンドツールハンドルの製造

Manufacturing of other wood handtool handles, including spade,
shovel, rake, scythe, and other mechanics (farm, garden, household,
etc )

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2034250012 その他の木製の取っ手、木製の道具、道具本体、ほうき、モッ
プ、ブラシの裏の製造

Manufacturing of other wood handles, wood tools, tool bodies, and
backs for brooms, mops, and brushes 32 その他の製造業

2034275000 ウッドダボおよびダボピンの製造（平削りまたはサンディング
加工、溝加工、またはその他の条件が進んだ状態）

Manufacturing of wood dowels and dowel pins (planed or sanded,
grooved, or otherwise advanced in condition) 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2034300003 棺桶および貝殻ハードウェアの製造 Manufacturing of casket and casket shell hardware 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2034300006 台車や産業用ハンドトラック用のキャスターとホイールの製造
Manufacturing of casters and wheels for dollies and industrial
handtrucks 31

輸送用機械器具製
造業

2034325000 外科用および医療機器用の部品および器具の製造
Manufacturing of parts for surgical and medical apparatus and
instruments 27

業務用機械器具製
造業

2034350000 眼鏡レンズの研削と組み合わせた、小売用処方眼鏡を除く、眼
鏡レンズの製造、処方、研削、敷地内での注文

Manufacturing of ophthalmic focal lenses, prescription, ground,
excluding retailing prescription eyeglasses in combination with the
grinding of the eyeglass lenses to order on the premises

32 その他の製造業

2034375000 宝石商の発見と材料の製造、貴金属（金、プラチナ、銀を除
く、貴金属にメッキ）

Manufacturing of jewelers' findings and materials, precious metal
(excluding gold, platinum, and silver plated to nonprecious metal) 32 その他の製造業

2034400000 非貴金属にメッキされた金、プラチナ、銀を含む、他の宝石商
の発見と材料の製造

Manufacturing of other jewelers' findings and materials, including gold,
platinum, and silver plated to nonprecious metal 32 その他の製造業

2034425000 鏡や写真のための完成木材成形品の製造 Manufacturing of finished wood moldings for mirrors and pictures 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

小分類67119 農業・芝生・造園サービス用材料・消耗品
Materials and supplies for agriculture, lawn and
landscaping services

  6711901 農業・芝生・造園サービス用材料・消耗品 Materials and supplies for agriculture, lawn and landscaping services

    671190101 家畜飼料製品 Livestock feed products

      67119010101 家畜飼料製品 Livestock feed products

2034450000 鶏及び七面鳥の飼料、サプリメント、濃厚飼料及び混合飼料の
製造

Manufacturing of chicken and turkey feed, supplements, concentrates,
and premixes 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2034475000 完全な乳牛用飼料、サプリメント、濃厚飼料及び混合飼料の製
造

Manufacturing of complete dairy cattle feed, supplements, concentrates,
and premixes 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2034500000 完全な豚の飼料、サプリメント、濃厚飼料及び混合飼料の製造
Manufacturing of complete swine feed, supplements, concentrates, and
premixes 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2034525000 完全な肉牛の飼料、サプリメント、濃厚飼料及び混合飼料の製
造

Manufacturing of complete beef cattle feed, supplements, concentrates,
and premixes 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2034550000 その他の家禽及び家畜飼料の製造 Manufacturing of other poultry and livestock feed 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2034550003 その他家禽の完全な飼料、サプリメント、濃厚飼料、混合飼料
の製造（あひるなど）

Manufacturing of other poultry complete feed, supplements,
concentrates, premixes (duck,etc ) 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2034550006 馬及びラバーの完全な飼料、サプリメント、濃厚飼料、混合飼
料の製造（飼料ベース）

Manufacturing of horse and mule complete feed, supplements,
concentrates, premixes (feed-base) 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2034550009 その他の家畜（羊など）の完全な飼料、サプリメント、濃厚飼
料、混合飼料（飼料ベース）

Manufacturing of other livestock (sheep, etc ) complete feed,
supplements, concentrates, premixes (feed-base) 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2034575000 その他の動物用調製飼料の製造（飼料及び補助剤を含む）
Manufacturing of other prepared animal feeds, including feeding
materials and adjuncts 10

飲料・たばこ・飼料
製造業

2034575003 穀物及び動物用ミネラル混合物の製造（トウモロコシを除く） Manufacturing of grain and  animal feed, excluding cornmeal 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2034575006 脱水されたもの、乾燥されたもの及びムラサキウマゴヤシ動物
用飼料の製造

Manufacturing of dehydrated, sun cured, and cubed alfalfa meal animal
feed 10

飲料・たばこ・飼料
製造業
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2034600000 特殊毛皮動物（ミンク、キツネ、ウサギなど）飼料の製造 Manufacturing of specialty fur animal (mink, fox, rabbit, etc ) feed 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

    671190103 肥料、土壌改良剤、殺虫剤製品 Fertilizer, soil improvement, and pesticide products

      67119010301 肥料、土壌改良剤、殺虫剤製品 Fertilizer, soil improvement, and pesticide products

2034625000 合成アンモニア、硝酸及びアンモニウム化合物の製造
Manufacturing of synthetic ammonia, nitric acid, and ammonium
compounds 16 化学工業

2034625003 硝酸の製造 Manufacturing of nitric acid 16 化学工業

2034625006 肥料用合成アンモニアの製造 Manufacturing of synthetic ammonia for fertilizer use 16 化学工業

2034625009 その他の用途のための無水合成アンモニアの製造 Manufacturing of anhydrous synthetic ammonia for other uses 16 化学工業

2034625012 他の窒素溶液の製造に消費される硝酸アンモニウム、元の溶融
液の製造（CAN17、AN20、ANN）

Manufacturing of ammonium nitrate, original melt liquor, consumed in
the manufacture of other nitrogen solutions (CAN17, AN20, ANN) 16 化学工業

2034625015 尿素 、 硝酸アンモニウム溶液の製造に消費される硝酸アンモ
ニウム、オリジナル溶融液の製造

Manufacturing of ammonium nitrate, original melt liquor, consumed in
the manufacture of urea-ammonium nitrate solutions 16 化学工業

2034625018
硝酸アンモニウム、オリジナル溶融液、その他すべての製造
（高密度及び低密度粒状並びに粒状、酒類販売、生産損失、そ
の他）

Manufacturing of ammonium nitrate, original melt liquor, all other (high
and low density prill granular and grained, liquor sales, production loss,
other)

16 化学工業

2034625021 硫酸アンモニウムの製造（コークス炉以外の合成副産物）
Manufacturing of ammonium sulfate (synthetic and byproduct, other
than coke oven) 16 化学工業

2034625024 混合物を含む窒素溶液の製造、UAN溶液（硝酸アンモニウム/尿
素溶液）

Manufacturing of nitrogen solutions, including mixtures, UAN solutions
(ammonium nitrate/urea solutions) 16 化学工業

2034625027 混合物（CAN17、AN20、AAN、その他）を含む、その他すべての
窒素溶液及び遊離アンモニア、溶液の製造

Manufacturing of all other nitrogen solutions, including mixtures,
(CAN17, AN20, AAN, other) and solutions containing free ammonia 16 化学工業

2034650000 尿素の製造 Manufacturing of urea 16 化学工業

2034675000 活性化下水汚泥、処理済みタンク、その他天然肥料材料を含む
有機物起源の肥料材料の製造

Manufacturing of fertilizer materials of organic origin, including
activated sewage sludge, processed tankage, and other natural fertilizer
materials

16 化学工業

2034700000 過リン酸塩及び他のリン酸肥料材料の製造
Manufacturing of superphosphates and other phosphatic fertilizer
materials 16 化学工業

2034700003 リン酸モノアンモニウム、酸化リン含有量の製造
Manufacturing of monoammonium phosphates, phosphoric oxide
content 16 化学工業

2034700006 リン酸二アンモニウム、酸化リン含有量の製造 Manufacturing of diammonium phosphates, phosphoric oxide content 16 化学工業

2034700009 その他のリン酸アンモニウム、酸化リン含有量の製造
Manufacturing of other ammonium phosphates, phosphoric oxide
content 16 化学工業

2034725000 混合肥料の製造（乾燥） Manufacturing of mixed fertilizers, dry 16 化学工業

2034725003 混合肥料の製造、乾燥、包装、錠剤、および類似の形態での出
荷、総重量22 lb（10 kg）以下

Manufacturing of mixed fertilizers, dry, shipped in packages, tablets,
and similar forms, gross weight less than or equal to 22 lb (10 kg) 16 化学工業

2034725006 混合肥料の製造、乾燥、大量出荷 Manufacturing of mixed fertilizers, dry, shipped in bulk 16 化学工業

2034725009 混合肥料の製造、乾燥、袋詰め、総重量22Ib（10 kg）以上
Manufacturing of mixed fertilizers, dry, shipped in bags, gross weight
of 22 lb (10 kg) or more 16 化学工業

2034725012
その他の混合肥料の製造、乾燥（土を鉢植えにし、腐敗防止の
ために化学物質及びその他の材料と混合したもの、混合植物性
食品を含む）

Manufacturing of other mixed fertilizers, dry (including potting soil and
mixed with chemicals and other materials for decay control, and mixed
plant foods)

16 化学工業

2034750000 混合肥料の製造、液体 Manufacturing of mixed fertilizers, liquid 16 化学工業

2034775000 堆肥の製造 Manufacturing of compost 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

2034825000 バルク農薬及びその他のバルク合成有機農薬の製造（製剤を除
く）

Manufacturing of bulk pesticides and other bulk synthetic organic
agricultural chemicals, excluding preparations 16 化学工業

2034850000 農業用殺虫剤及び業務用殺虫剤の化学物質の製造 Manufacturing of agricultural and commercial pesticides and chemicals 16 化学工業

2034875000 芝生及び庭の農薬の化学物質の製造 Manufacturing of lawn and garden pesticides and chemicals 16 化学工業

2034900000 家庭用及び施設用の農薬の化学物質の製造 Manufacturing of household and institutional pesticides and chemicals 16 化学工業

2034900003 家庭用及び施設用の農薬及びに化学物質、個人用防虫剤、エ
アーゾルの製造

Manufacturing of household and institutional pesticides and chemicals,
personal insect repellents, aerosols 16 化学工業

2034900006 家庭用及び施設用の農薬及びに化学物質、個人用防虫剤、液体
の製造

Manufacturing of household and institutional pesticides and chemicals,
personal insect repellents, liquids 16 化学工業

2034900009 家庭用及び施設用の農薬及びに化学物質、個人用防虫剤、その
他の製造

Manufacturing of household and institutional pesticides and chemicals,
personal insect repellents, all other 16 化学工業

2034900012 家庭用及び施設用の農薬及びに化学物質の製造（個人用防虫剤
を除く）

Manufacturing of household and institutional pesticides and chemicals
(excluding personal insect repellents) 16 化学工業

小分類67120 建設・鉱業用の材料及び消耗品 Materials and supplies for construction and mining

  6712001 建設・鉱業用の材料及び消耗品 Materials and supplies for construction and mining

    671200101 「建築物及び構造物（鉱山を含む）建設用の材料及び消耗品」

Materials and supplies for building and structures (including mine)
construction

      67120010101 構造物用金属・れんが・ブロック・規格石材・建設に使用され
る構造物用木材

Structural metal, brick, block, and dimension stone, and structural
wood used for construction

2034925000 無荷重及び耐荷重の金属製の鋲（鉄、スチール、及びアルミニ
ウム）の製造

Manufacturing of metal studs, nonload and load-bearing (iron, steel,
and aluminum) 24 金属製品製造業

2034950000 加工鋼板パイプ、水圧管、トンネルライニング、スタック、煙
管の製造

Manufacturing of fabricated steel plate pipe, penstocks, tunnel lining,
stacks, and breeching 24 金属製品製造業
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2034975000 押出アルミニウム及びアルミニウム合金、棒、その他の押出形
状の製造

Manufacturing of extruded aluminum and aluminum-alloy, rod, bar, and
other extruded shapes 24 金属製品製造業

2035000000 圧延アルミニウム棒鋼の製造（連続鋳造含む）
Manufacturing of rolled aluminum rod and bar (including continuous
cast) 24 金属製品製造業

2035025000 短スパンでの工業用建築用鉄鋼、鉄骨梁の製造（オープンウェ
ブ）

Manufacturing of fabricated structural iron and steel for industrial
buildings, metal bar joists, short span (open web) 24 金属製品製造業

2035050000
長スパンでの金属製の梁、商業用、住宅用、施設用及び公共建
築用に製造された鉄、鉄鋼、及びアルミニウムの製造（金属製
のコンクリート鉄筋を含む）

Manufacturing of fabricated structural iron, steel, and aluminum for
commercial, residential, institutional, and public buildings, including
metal bar joists, long span, and metal concrete reinforcing bars

24 金属製品製造業

2035075000 橋梁用加工金属の製造 Manufacturing of fabricated structural metal for bridges 24 金属製品製造業

2035100000 建設用構造用鉄鋼及び構造用金属のアルミニウムの製造
Manufacturing of fabricated structural iron and steel for construction,
and fabricated structural metal and aluminum 24 金属製品製造業

2035100003 送電鉄塔、変電所、無線アンテナ鉄塔及び支持構造用に製造さ
れた構造用鉄鋼の製造

Manufacturing of fabricated structural iron and steel for transmission
towers, substations, radio antenna towers, and supporting structures 24 金属製品製造業

2035100006 海上石油ガスプラットフォーム用に製造された構造用鉄鋼の製
造

Manufacturing of fabricated structural iron and steel for offshore oil
and gas platforms 24 金属製品製造業

2035100009 トンネル工事及び地下鉄工事のための加工構造鉄鋼の製造
Manufacturing of fabricated structural iron and steel for tunneling and
subway work 24 金属製品製造業

2035100012 その他の構造用鉄鋼の製造
Manufacturing of other fabricated structural iron and steel for
construction 24 金属製品製造業

2035100015 船舶、ボート、バージ、送電鉄塔及びその他の建造物用に製造
された構造用アルミニウムの製造

Manufacturing of fabricated structural aluminum for ships, boats,
barges, transmission towers, and other structures 24 金属製品製造業

2035100018 鉄、鋼、アルミニウム以外の構造用金属の製造
Manufacturing of fabricated structural metal other than iron, steel, or
aluminum 24 金属製品製造業

2035125000 建設及び採掘用の溶接部の加工鋼板の製造
Manufacturing of weldments and fabricated steel plate for construction
and mining 24 金属製品製造業

2035150000 構造ブロック、軽量ユニット（1立方フィート当たり105ポンド
未満の重量のコンクリート製ユニット）の製造（乾燥重量）

Manufacturing of structural block, lightweight units (units made with
concrete weighing less than 105 lb per cubic foot) (dry weight) 21

窯業・土石製品製
造業

2035175000
構造ブロック、中重量ユニット（1立方フィート当たり少なくと
も105ポンド、125ポンド未満のコンクリートユニット）の製造
（乾燥重量）

Manufacturing of structural block, medium weight units (units made
with concrete weighing at least 105 lb but less than 125 lb per cubic
foot) (dry weight)

21
窯業・土石製品製
造業

2035200000
構造ブロック、通常重量単位（1立方フィート当たり少なくとも
125ポンドの重量のコンクリート製ユニット）の製造（乾燥重
量）

Manufacturing of structural block, normal weight units (units made
with concrete weighing at least 125 lb per cubic foot) (dry weight) 21

窯業・土石製品製
造業

2035225000 屋根及び床ユニットのプレキャストコンクリートスラブ及びタ
イルの製造

Manufacturing of precast concrete slabs and tile, roof and floor units 21
窯業・土石製品製
造業

2035250000 建築用壁パネルのプレキャストコンクリートの製造 Manufacturing of precast concrete architectural wall panels 21
窯業・土石製品製
造業

2035275000
コンクリートスラブ及びタイル並びに建築用壁パネルのプレ
キャストコンクリート製品の製造（地下室の金庫及び箱を除
く）

Manufacturing of precast concrete products, excluding burial vaults and
boxes, concrete slabs and tile, and architectural wall panels 21

窯業・土石製品製
造業

2035275003 屋根及び床の梁のプレキャストコンクリートユニットの製造
Manufacturing of precast concrete joists and beams, roof and floor
units 21

窯業・土石製品製
造業

2035275006 杭及び柱のプレキャストコンクリートの製造 Manufacturing of precast concrete piling, posts, and poles 21
窯業・土石製品製
造業

2035275009 建築用のプレキャストコンクリート石製品の製造（窓枠、切石
などの建築用壁パネルを除く）

Manufacturing of precast concrete stone products for architectural
purposes (excluding architectural wall panels, such as window sills,
ashlar, etc )

21
窯業・土石製品製
造業

2035275012 浄化槽のプレキャストコンクリートの製造 Manufacturing of septic tanks, precast concrete 21
窯業・土石製品製
造業

2035275015 その他のプレキャストコンクリート製品の製造 Manufacturing of other precast concrete products 21
窯業・土石製品製
造業

2035300000 橋梁のプレキャストコンクリート製品の製造 Manufacturing of prestressed concrete bridge beams 21
窯業・土石製品製
造業

2035325000 固形及び中空芯スラブ及びパネルのプレキャストコンクリート
製造

Manufacturing of prestressed concrete solid and hollow cored slabs and
panels 21

窯業・土石製品製
造業

2035350000 プレストレストコンクリート製品の製造（橋梁及び固形及び中
空芯及びパネルを除く）

Manufacturing of prestressed concrete products, excluding bridge
beams and solid and hollow-cored slabs and panels 21

窯業・土石製品製
造業

2035350003 プレストレストコンクリートによるシングルティー、ダブル
ティー及び水路の製造

Manufacturing of prestressed concrete single tees, double tees, and
channels 21

窯業・土石製品製
造業

2035350006 プレストレストコンクリートによる杭、支持杭及び矢板の製造
Manufacturing of prestressed concrete piling, bearing piles, and sheet
piles 21

窯業・土石製品製
造業

2035350009 プレストレストコンクリートによる梁、桁及び梁（橋梁以外）
の製造

Manufacturing of prestressed concrete joists, girders, and beams (other
than bridge beams) 21

窯業・土石製品製
造業

2035350012 プレストレストコンクリートによるその他製品の製造（アー
チ、柱などを含む）

Manufacturing of other prestressed concrete products (including
arches, columns, etc ) 21

窯業・土石製品製
造業

2035375000 厚さが2インチ未満で縁取り加工されていない針葉樹材を使用し
た木材の製造

Manufacturing of softwood dressed lumber, less than 2 inches in
nominal thickness, not edge worked 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035400000 厚さが2インチの縁取り加工されていない針葉樹材を使用した木
材の製造

Manufacturing of softwood dressed 2-inch lumber, 2 inches in nominal
thickness only, not edge worked 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035425000 厚さが2インチを超える縁取り加工されていない針葉樹材を使用
した木材の製造

Manufacturing of softwood dressed lumber and timbers, more than 2
inches in nominal thickness, not edge worked 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035450000 その他の木製品の製造、処理 Manufacturing of other wood products, treated 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035450003 化学薬品で処理された縁取り加工されていない荒削り及び装飾
された木材の製造

Manufacturing of rough and dressed lumber, not edged worked, treated
with chemicals 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035450006 フローリング及びその他の縁取り処理された木材のサイディン
グ製造

Manufacturing of wood siding, flooring, and other edge worked
lumber, treated 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035475000 単板積層材の製造 Manufacturing of laminated veneer lumber 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035500000
トラス及び合板用合板材を除く、他の設計された構造用木質部
材の製造（糊付けされた合板、梁、木材のI型梁、I型梁を含
む）

Manufacturing of other engineered structural wood members, excluding
trusses and laminated veneer lumber (including glued laminated timber,
beams, wood I-joists, I-beams)

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）



41

大分類67
生産用材料・消耗品及び関連製品（食料品製造及び
サービスに投入する加工食料品・飲料を除く）

JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び
米センサスコード一覧

日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2035525000 木のトラスの製造（すべての種類） Manufacturing of wood trusses (all types) 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035550000 鉄道の桟橋、鉱山関係、スイッチタイ、ブリッジタイの製造、
処理

Manufacturing of railway crossties, mine ties, switch ties, and bridge
ties, treated 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035575000 鉄道の桟橋及び鉱山関係の製造（未処理） Manufacturing of railway crossties and mine ties (untreated) 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035600000 処理された木柱、杭及び柱の製造 Manufacturing of wood poles, piles, and posts, treated 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035625000 合板及び製材用木製杭柵、杭打ち及びレールの製造、処理
Manufacturing of plywood and sawn wood fence pickets, paling, and
rails, treated 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035650000 製材用杭柵、ポスト、フェンス部分に組み立てられていない
レールの製造

Manufacturing of sawn wood fence pickets, posts, and rails not
assembled into fence sections 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035675000 フェンス部分に組み立てられた木製杭柵、ポスト及びレールの
製造

Manufacturing of wood fence pickets, posts, and rails assembled into
fence sections 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2035700000 化粧ブロックの製造（スクリーンブロック、スプリットブロッ
ク、スランプブロック、シャドウブロックなど）

Manufacturing of decorative block (including screen block, split block,
slump block, shadowal block, etc ) 21

窯業・土石製品製
造業

2035725000 コンクリート舗装の製造（鉄格子、連結などを含む） Manufacturing of concrete pavers (including grid, interlocking, etc ) 21
窯業・土石製品製
造業

2035750000 コンクリートレンガの製造 Manufacturing of concrete brick 21
窯業・土石製品製
造業

2035775000 建築物又は一般的なレンガの製造 Manufacturing of building or common brick 21
窯業・土石製品製
造業

2035800000 ガラス張りレンガ及びその他のレンガの製造（舗装、床、下水
道）

Manufacturing of glazed brick and other brick (paving, floor, and
sewer) 21

窯業・土石製品製
造業

2035800003 その他のレンガの製造（舗装、床、下水道） Manufacturing of other brick (paving, floor, and sewer) 21
窯業・土石製品製
造業

2035800006 ガラス張りレンガ及び構造用中空タイルの製造 Manufacturing of glazed brick and structural hollow tile 21
窯業・土石製品製
造業

2035900000 記念碑的な石、着目サイズの花崗岩の製造（片麻岩、閃長岩、
閃緑岩及びカット花崗岩を含む）

Manufacturing of monumental stone, dressed dimension granite
(including gneiss, syenite, diorite, and cut granite) 21

窯業・土石製品製
造業

2035925000 建築用石及びその他の着目サイズの花崗岩製品の製造（記念碑
的な石を除く）

Manufacturing of building stone and other dressed dimension granite
products, excluding monumental stone 21

窯業・土石製品製
造業

2035950000 装飾された石灰石の製造（ドロマイト、石炭華、石灰質、、
カット石灰岩を含む）

Manufacturing of dressed dimension limestone (including dolomite,
travertine, calcareous, tufa, and cut limestone) 21

窯業・土石製品製
造業

2035975000 装飾された大理石とその他の石の製造 Manufacturing of dressed dimension marble and other stone 21
窯業・土石製品製
造業

2035975003 装飾された建築用石、記念碑的な石及びその他の大理石製品の
製造

Manufacturing of dressed dimension building stone, monumental stone,
and other marble products 21

窯業・土石製品製
造業

2035975006 その他の装飾された石及びその他の装飾された製品の製造（ス
レート、砂岩、斑れい岩、玄武岩などを含む）

Manufacturing of other dressed dimension stone (including slate,
sandstone, gabbro, basalt, etc ), and other dressed dimension stone
products

21
窯業・土石製品製
造業

2036025000 炭素鋼コンクリート鉄筋の製造 Manufacturing of carbon steel concrete reinforcing bars 21
窯業・土石製品製
造業

2036030000 木材外装製品の製造 Manufacturing of wood sheathing products 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036030003 セルロース繊維板の製造（絶縁板） Manufacturing of cellulosic fiberboard (insulating board) 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036030006 針葉樹合板製品の製造（ラフ、サンディング及びスペシャリ
ティ）

Manufacturing of softwood plywood products (rough, sanded, and
specialties) 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036030009 広葉樹合板の製造（完成した広葉樹合板を除く）
Manufacturing of hardwood plywood, excluding prefinished hardwood
plywood 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036030012 ウェハーボード及び配向性ストランドボードの製造 Manufacturing of waferboard and oriented strandboard 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

      67120010102 屋根ふき・サイディング・絶縁製品 Roofing, siding, and insulation products

2036050000 屋根用アスファルトの製造 Manufacturing of roofing asphalt 17
石油製品・石炭製
品製造業

2036075000 繊維状及び非繊維状アスファルトの屋根ふき塗料の製造 Manufacturing of fibrated and nonfibrated asphaltic roofing coatings 17
石油製品・石炭製
品製造業

2036075003 繊維状アスファルトの屋根材の製造 Manufacturing of fibrated asphaltic roofing coatings 17
石油製品・石炭製
品製造業

2036075006 非繊維アスファルトの屋根材の製造 Manufacturing of nonfibrated asphaltic roofing coatings 17
石油製品・石炭製
品製造業

2036100000 その他の屋根ふき用アスファルト及びピッチ、塗料、セメント
の製造

Manufacturing of other roofing asphalts and pitches, coatings, and
cements 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036100003 屋根用のアスファルトセメント製造 Manufacturing of asphaltic roofing cements 17
石油製品・石炭製
品製造業

2036100006 屋根ふき用のその他のアスファルトの塗料及びセンメントの製
造（コールタール系塗料、セメントを含む）

Manufacturing of other roofing asphalts and pitches, coatings, and
cements, including coal tar base coatings, cements, and roofing pitch 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036125000 屋根ふき用のアスファルト滑面及びキャップシートの製造（有
機及びガラス繊維ベース）

Manufacturing of asphalt smooth-surfaced roll roofing and cap sheets,
organic and fiberglass base 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036125003 屋根ふき用のアスファルト滑面及びキャップシートの製造（有
機ベース）

Manufacturing of asphalt smooth-surfaced roll roofing and cap sheets,
organic base 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036125006 屋根ふき用のアスファルト滑面及びキャップシートの製造（グ
ラスファイバーベース）

Manufacturing of asphalt smooth-surfaced roll roofing and cap sheets,
fiberglass base 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036150000 屋根ふき用のアスファルト鉱物表面及びキャップシートの製造
（有機及びガラス繊維ベース）

Manufacturing of asphalt mineral-surfaced roll roofing and cap sheets,
organic and fiberglass base 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036150003 屋根ふき用のアスファルト鉱物表面及びキャップシートの製造
（有機ベース）

Manufacturing of asphalt mineral-surfaced roll roofing and cap sheets,
organic base 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036150006 屋根ふき用のアスファルト鉱物表面及びキャップシートの製造
（ガラス繊維ベース）

Manufacturing of asphalt mineral-surfaced roll roofing and cap sheets,
fiberglass base 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036175000 屋根板用のアスファルトストリプッスの製造、有機ベース（薄
板を除く）（すべての重量）

Manufacturing of asphalt strip shingles, organic base (excluding
laminated), all weights 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036175003 屋根板用のアスファルトストリプッスの製造、有機ベース（薄
板を除く）235から240ポンドの売上高

Manufacturing of asphalt strip shingles, organic base (excluding
laminated), 235 to 240 lb-sales sq 17

石油製品・石炭製
品製造業
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2036175006 屋根板用のアスファルトストリプッスの製造、有機ベース（薄
板を除く）（その他すべての重量）

Manufacturing of asphalt strip shingles, organic base (excluding
laminated), all other weights 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036200000 屋根板用のアスファルトストリプッスの製造、無機ベース（薄
板を除く）215から235ポンドの売上高

Manufacturing of asphalt strip shingles, inorganic base (excluding
laminated), 215 to 235 lb-sales sq 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036225000 屋根板用のアスファルトストリプッスの製造、無機ベース（薄
板を除く）（その他のすべての重量を含む）

Manufacturing of asphalt strip shingles, inorganic base (excluding
laminated), all other weights 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036250000 屋根板用の薄板又は多層の分割できないアスファルトストリ
プッスの製造

Manufacturing of laminated or multilayered asphalt strip shingles, and
individual shingles 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036250003 屋根板用の薄板又は多層のアスファルトストリプッスの製造
（有機又は無機ベース）

Manufacturing of laminated or multilayered asphalt strip shingles,
organic or inorganic base 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036250006 屋根板用のタールインディビジュアルの製造（有機又は無機
ベース）（すべての形）

Manufacturing of asphalt and tar individual shingles, organic or
inorganic base, all styles 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036275000 屋根ふき及びサイディングのための他の調製アスファルト及び
タール製品の製造

Manufacturing of other prepared asphalt and tar products for roofing
and siding 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036275003 非建築用アスファルト及びタール飽和フェルト並びに板の製造
Manufacturing of asphalt and tar saturated felts and boards for
nonbuilding use 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036275006 改質瀝青膜、スチレンブタジエンスチレン（SBS）の製造
Manufacturing of modified bitumen membranes, styrene butadiene
styrene (SBS) 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036275009 改質瀝青膜、アタクチックポリプロピレン（APP）の製造
Manufacturing of modified bitumen membranes, atactic polypropylene
(APP) 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036275012 飽和アスファルト及びタール建築フェルトの製造（有機ベー
ス）

Manufacturing of saturated asphalt and tar building ply felts, organic
base 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036275015 飽和アスファルト及びタール建築フェルトの製造（ガラス繊維
ベース）

Manufacturing of saturated asphalt and tar building ply felts, fiberglass
base 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036275018 その他の飽和アスファルト及びタール建築フェルトの製造（有
機ベース）

Manufacturing of other saturated asphalt and tar building felts, organic
base 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036275021 その他の飽和アスファルト及びタール建築フェルトの製造（ガ
ラス繊維ベース）

Manufacturing of other saturated asphalt and tar building felts,
fiberglass base 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036275024 屋根ふき用及びサイディングのための他の調製アスファルト及
びタール製品の製造

Manufacturing of other prepared asphalt and tar products for roofing
and siding 17

石油製品・石炭製
品製造業

2036300000 建築用及び強化用ガラス繊維のプラスチック製品の製造（配管
を除く）

Manufacturing of building and construction reinforced and fiberglass
plastics products, excluding piping 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2036325000 屋根ふき単層ゴム膜の製造 Manufacturing of single-ply rubber membrane roofing 19 ゴム製品製造業

2036350000 アルミニウム、鋼鉄、あらゆる種類のその他の板金屋根材及び
屋根排水装置の製造（軒樋などを含む）

Manufacturing of aluminum, steel, and other sheet metal roofing, all
types, and roof drainage equipment (including eave troughs, etc ) 24 金属製品製造業

2036375000 木材サイディング及び屋根板の製造 Manufacturing of wood siding, shingles, and shakes 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036375003
恒久的な木材防腐剤で処理されたものを除く、穴あけまたは処
理されたものを含む、木材サイディング（ウェザーボード又は
クラップボード）の製造

Manufacturing of wood siding (weatherboards or clapboards), including
drilled or treated, excluding treated with permanent wood preservatives 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036375006 木の屋根板及び屋根板の製造 Manufacturing of wood shingles and shakes 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036400000 プラスチックサイディング及び付属品の製造（下の面、鼻隠し
（板）、端を含む）（発泡及び強化プラスチックは含まない）

Manufacturing of plastics siding and accessories (including soffit,
fascia, and skirts) (excluding foam and reinforced plastics) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2036425000 スチール、アルミニウム及びその他の板金サイディングの製造
（住宅用、商業用、工業用、農場用建物などを含む）

Manufacturing of steel, aluminum and other sheet metal siding
(including residential, commercial, industrial, farm buildings, etc ) 24 金属製品製造業

2036450000 プラスチック製段ボール及びフラットパネルの製造（発泡およ
び強化プラスチックを除く）

Manufacturing of plastics corrugated and flat panels (excluding foam
and reinforced plastics) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2036475000 建築用及び発泡ポリスチレンフォーム製品の製造 Manufacturing of building and construction polystyrene foam products 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2036500000 建築用及び発泡ポリスチレンフォーム製品の製造
Manufacturing of building and construction polyurethane foam
products 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2036525000 建築用途のための化学ブロー成形独立気泡ゴムスポンジの製造
Manufacturing of chemically blown closed cell rubber sponge for
construction applications 19 ゴム製品製造業

2036550000
ルースファイバー（吹き込み成形及び鋳込）（出荷）及び粒状
ファイバー、断熱及び防音エンベロープ断熱材用のミネラル
ウール（断熱住宅及び商業用並びに工業用建物用）の製造

Manufacturing of loose fiber (blowing and pouring) (shipped as such)
and granulated fiber, mineral wool for thermal and acoustical envelope
insulation (for insulating homes and commercial and industrial
buildings)

21
窯業・土石製品製
造業

2036575000
断熱及び防音エンベロープ断熱材用のミネラルウール（断熱住
宅及び商業用並びに工業用建築物用）の断熱抵抗値R19以上の建
築用バット、ブランケット及びロールの製造

Manufacturing of building batts, blankets, and rolls in thermal resistance
(R) values R19 or more, mineral wool for thermal and acoustical
envelope insulation (for insulating homes and commercial and industrial
buildings)

21
窯業・土石製品製
造業

2036600000
断熱及び防音エンベロープ断熱材用のミネラルウール（住宅及
び商業用並びに工業用建物用）のR 19未満の建築用バット、ブ
ランケット及びびロールの製造（熱抵抗（R）値）

Manufacturing of building batts, blankets, and rolls (in thermal
resistance (R) values) less than R19, mineral wool for thermal and
acoustical envelope insulation (for homes and commercial and industrial
buildings)

21
窯業・土石製品製
造業

2036600003
断熱及び防音エンベロープ断熱材用のミネラルウール（断熱住
宅及び商業用並びに工業用建築物用）の熱抵抗（R）値R11から
R18.9の建築用バット、ブランケット及びロールの製造

Manufacturing of building batts, blankets, and rolls in thermal resistance
(R) values R11 to R18 9, mineral wool for thermal and acoustical
envelope insulation (for insulating homes and commercial and industrial
buildings)

21
窯業・土石製品製
造業

2036600006
断熱及び防音エンベロープ断熱材用のミネラルウール（断熱住
宅及び商業用並びに工業用建築物用）の熱抵抗（R）値がR10.9
以下の建築用バット、ブランケット、ロールの製造

Manufacturing of building batts, blankets, and rolls in thermal resistance
(R) values R10 9 or less, mineral wool for thermal and acoustical
envelope insulation (for insulating homes and commercial and industrial
buildings)

21
窯業・土石製品製
造業

2036625000
吸音材として販売されている吸音材（壁及び天井）、断熱材及
び吸音材用断熱材用のミネラルウール（住宅及び商業用並びに
工業用建物用）の製造

Manufacturing of acoustical (wall and ceiling) sold as acoustical
insulation, mineral wool for thermal and acoustical envelope insulation
(for homes and commercial and industrial buildings)

21
窯業・土石製品製
造業

2036650000
断熱材及び防音材用の断熱材としてのボード（屋根の断熱材を
含む）並びにその他のミネラルウールの製造（住宅及び商業用
並びに工業用建築物用）

Manufacturing of board (including roof insulation) and other mineral
wool for thermal and acoustical envelope insulation (for homes and
commercial and industrial buildings)

21
窯業・土石製品製
造業

2036650003
断熱用及び音響用のエンベロープ断熱材用のミネラルウール
（家庭用及び商業用並びに工業用建物用）のボードの製造（屋
根の断熱材など）

Manufacturing of board (such as roof insulation), mineral wool for
thermal and acoustical envelope insulation (for homes and commercial
and industrial buildings)

21
窯業・土石製品製
造業
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2036650006 断熱及び防音エンベロープ断熱材用の他のミネラルウールの製
造（家庭用および商業用並びに工業用建物用）

Manufacturing of other mineral wool for thermal and acoustical
envelope insulation (for homes and commercial and industrial buildings) 21

窯業・土石製品製
造業

2036675000 ハウスラップの製造 Manufacturing of housewraps 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2036675003
ウェットレイドのハウスラップの製造（織物、編物又はタフ
テッド織物及びプレス、パンチ又は織物のフェルト、紙を除
く）

Manufacturing of housewraps, wet laid (excluding paper; woven,
knitted or tufted fabrics; and pressed, punched or woven felts) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2036675006
ハウスラップの製造（ウェットレイドを除く）（織物、ニット
又はタフテッド布地及びプレス、パンチ又は織物のフェルト、
紙を除く）

Manufacturing of housewraps, excluding wet laid (excluding paper;
woven, knitted or tufted fabrics; and pressed, punched or woven felts) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

      67120010103 窓・ドア製品 Window and door products

2036700000 木製上げ下げ窓枠の製造 Manufacturing of double hung wood window units 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036700003 金属で被覆された木製上げ下げ窓枠の製造 Manufacturing of double hung wood window units, cladded 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036700006 その他の木製2上げ下げ窓枠の製造 Manufacturing of other double hung wood window units 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036725000 木製開き窓枠の製造 Manufacturing of casement wood window units 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036725003 金属で被覆された木製開き窓枠の製造 Manufacturing of casement wood window units, cladded 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036725006 その他の木製開き窓枠の製造 Manufacturing of other casement wood window units 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036750000 その他すべての木製窓枠（水平引戸、日よけ及び一枚上げ下げ
窓を含む）

Manufacturing of all other wood window units, including horizontal
sliding, awning and single hung 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036750003 金属で被覆された木製水平引戸窓枠の製造 Manufacturing of horizontal sliding wood window units, cladded 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036750006 その他の木製水平引戸窓枠の製造 Manufacturing of other horizontal sliding wood window units 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036750009 その他すべての木製窓枠の製造（日よけ及び一枚上げ下げ窓枠
を含む）

Manufacturing of all other wood window units, including awning and
single hung 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036775000 木製サッシの製造（窓ガラス用サッシを除く） Manufacturing of wood sash, excluding sash shipped in window units 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036775003 組立て式及び全開放木製サッシの製造（窓枠で出荷されるサッ
シを除く）

Manufacturing of knockdown and open wood sash, excluding sash
shipped in window units 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036775006 ガラスをはめたサッシの製造（窓枠で出荷されるサッシを除
く）

Manufacturing of glazed wood sash, excluding sash shipped in window
units 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036800000 木製の窓枠及びドア枠の製造（ドアﾕﾆｯﾄで同梱されているドア
を含む、窓ユニットで同梱されている窓を除く）

Manufacturing of wood window and door frames, including door
frames shipped in door units, excluding window frames shipped in
window units

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036800003 木製窓枠の製造（窓ユニットに同梱されている窓を除く）
Manufacturing of wood window frames, excluding window frames
shipped in window units 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036800006 木製ドア枠の製造（ドアユニットに同梱されているドアフレー
ムを含む）

Manufacturing of wood door frames, including door frames shipped in
door units 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036825000 内外装の木製フラッシュパネル及び成型されたドアの製造（ガ
ラス張りの分類でドアを含む）

Manufacturing of wood panel, flush, and molded face doors, interior
and exterior, including doors with glazed sections 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036825003 内外装のダグラス・ファー（アメリカ松）のドアパネルの製造
（ガラス張りの分類でドアを含む）

Manufacturing of panel Douglas fir doors, interior and exterior,
including doors with glazed sections 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036825006 内外装のウエスタンパインのドアパネルの製造（ガラス張りの
分類でドアを含む）

Manufacturing of panel western pine doors, interior and exterior,
including doors with glazed sections 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036825009 内外装のその他の木製ドアパネルの製造（ガラス張りの分類で
ドアを含む）

Manufacturing of other panel wood doors, interior and exterior,
including doors with glazed sections 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036825012 内外装のフラッシュ、中空コア、軟材面のドアの製造（ガラス
張りの分類でドアを含む）

Manufacturing of flush, hollow core, softwood faced doors, interior and
exterior, including doors with glazed sections 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036825015
内外装のフラッシュ、中空コア、堅木（ラワン、バーチ、オー
クなどを含む）張りのドアの製造（ガラス張りの分類でドアを
含む）

Manufacturing of flush, hollow core, hardwood faced doors (including
lauan, birch, oak, etc ), interior and exterior, including doors with
glazed sections

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036825018 内外装のフラッシュ、中空コア、堅木張りのドアの製造（ガラ
ス張りの分類でドアを含む）

Manufacturing of flush, hollow core, hardboard faced doors, interior
and exterior, including doors with glazed sections 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036825021 内外装のフラッシュ、中空コア、その他のドアの製造（ガラス
張りの分類でドアを含む）

Manufacturing of flush, hollow core, other faced doors, interior and
exterior, including doors with glazed sections 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036825024
内外装のフラッシュ、無垢材のステーブコア、堅木（ラウン
バーチ、オークなどを含む）張りのドアの製造（ガラス張りの
分類でドアを含む）

Manufacturing of flush, solid wood stave core, hardwood faced doors
(including lauan, birch, oak, etc ), interior and exterior, including doors
with glazed sections

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036825027
内外装のフラッシュ、無垢材のコンポジションコア、堅木張り
のドアの製造（ラワン、バーチ、オークなどを含む）（ガラス
張りの分類でドアを含む）

Manufacturing of flush, solid composition core, hardwood faced doors
(including lauan, birch, oak, etc ), interior and exterior, including doors
with glazed sections

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036825031 内外装のフラッシュ、ソリッドコア、その他のドアの製造（ガ
ラス張りの分類でドアを含む）

Manufacturing of flush, solid core, other faced doors, interior and
exterior, including doors with glazed sections 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036825033 内外装の成型されたドアの製造（ガラス張りの分類でドアを含
む）

Manufacturing of molded face doors, interior and exterior, including
doors with glazed sections 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036850000 その他も木製ドアの製造（ガレージ、パティオ、折りたたみ、
キャビネット、スクリーン及びルーバーを含む）

Manufacturing of other wood doors, including garage, patio, bifold,
cabinet, screen, storm, and louver 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036850003 木製ガレージドアの製造 Manufacturing of wood garage doors 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036850006 木製中折れドアの製造 Manufacturing of wood bifold doors 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036850009 木製パティオドアの製造（スライド式） Manufacturing of wood patio doors, sliding 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036850012 木製パティオドアの製造（スウィング式） Manufacturing of wood patio doors, swinging 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036850015 木製キャビネットドアの製造 Manufacturing of wood cabinet doors 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）
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2036850018 その他の木製ドアの製造（スクリーン、ストーム及びルーバー
を含む）

Manufacturing of other wood doors, including screen, storm, and
louver 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036875000 木工品の製造 Manufacturing of wood moldings 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036900000 プラスチック製のドア、仕切り壁、造形、窓及びフレーム及び
装飾の製造（泡、金物類、強化プラスチックを除く）

Manufacturing of plastics doors, partitions, moldings, windows and
frames, and decorative trim (excluding foam, hardware, and reinforced
plastics)

18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2036925000 ガレージ及びクローゼットのドアを含む住宅用アルミニウムド
アの製造（シャワードア、浴槽の囲い、雨戸を除く）

Manufacturing of residential aluminum doors, including garage and
closet doors (excluding shower doors, tub enclosures, and storm doors) 24 金属製品製造業

2036925003 スウィング式の住宅用アルミ製ドアの製造（シャワードア、浴
槽の囲い、雨戸を除く）

Manufacturing of swinging residential aluminum doors (excluding
shower doors, tub enclosures, and storm doors) 24 金属製品製造業

2036925006 スライド式住宅用アルミ製ドア（ガラス製、パティオ式）の製
造（シャワー扉、浴槽の囲い、雨戸を除く）

Manufacturing of sliding residential aluminum doors (glass, patio-type)
(excluding shower doors, tub enclosures, and storm doors) 24 金属製品製造業

2036925009
ガレージ及びクローゼットのドアを含むその他のすべての住宅
用アルミニウムドアの製造（シャワードア、浴槽の囲い、雨戸
を除く）

Manufacturing of all other residential aluminum doors, including garage
and closet doors (excluding shower doors, tub enclosures, and storm
doors)

24 金属製品製造業

2036950000 住宅用の鉄製、スチール製及び複合ドアの製造（ガレージド
ア、シャワードア、浴槽の囲い及び雨戸を除く）

Manufacturing of residential iron, steel and composite doors (excluding
garage doors, shower doors, tub enclosures, and storm doors) 24 金属製品製造業

2036975000 住宅用の鉄製及びスチール製のガレージドアの製造 Manufacturing of residential iron and steel garage doors 24 金属製品製造業

2037000000
その他すべての商業用、業務用及び工業用のスウィング式アル
ミニウム製ドアの製造（シャワードア、浴槽の囲い及び雨戸を
除く）

Manufacturing of swing and all other commercial, institutional, and
industrial aluminum doors (excluding shower doors, tub enclosures, and
storm doors)

24 金属製品製造業

2037050000 その他すべての工業用の天井式、スウィング式の鉄鋼ドアの製
造（スライドを含む）

Manufacturing of overhead, swing, and all other industrial iron and
steel doors (including sliding) 24 金属製品製造業

2037075000
その他すべての商業用及び機関用の天井式、スライド式、ス
ウィング式の鉄鋼製ドアの製造（シャワードア、浴槽の囲い及
び雨戸を除く）

Manufacturing of overhead, sliding, swing, and all other commercial
and institutional iron and steel doors (excluding shower doors, tub
enclosures, and storm doors)

24 金属製品製造業

2037025000 商業用及び施設用の天井式及びスライド式のアルミニウム製ド
アの製造（シャワードア、浴槽の囲い及び雨戸を除く）

Manufacturing of overhead and sliding commercial and institutional
aluminum doors (excluding shower doors, tub enclosures, and storm
doors)

24 金属製品製造業

2037100000
ドアフレームの一部として販売されている装飾を含むアルミニ
ウム製及びスチール製のドアフレームの製造（防風ドアフレー
ムを除く）

Manufacturing of aluminum and steel door frames, including trim sold
as an integral part of the door frame (excluding storm door frames) 24 金属製品製造業

2037125000 シャワードア及び浴槽の囲い（すべての金属）及びその他の金
属製ドアの製造。アルミニウム製又はスチール製ではないもの

Manufacturing of shower doors and tub enclosures (all metals), and
other metal doors not made of aluminum or steel 24 金属製品製造業

2037150000
その他の金属製突き出し窓、天窓、サッシ及びジャロジー、片
吊り及び二重吊りフレームを含むフレームの製造（防風サッシ
を除く）

Manufacturing of all other metal window awning, skylights, sash, and
frames, including jalousie, single- and double-hung frames (excluding
storm sash)

24 金属製品製造業

2037175000 その他のすべての金属成形品、装飾、街路に面したカーテン
ウォール（金属の組み合わせを含む）の製造

Manufacturing of all other metal molding, trim, store fronts and curtain
walls (including combination of metal) 24 金属製品製造業

2037200000 金属スクリーン、雨戸及び防風ドアの製造
Manufacturing of metal combination screen, storm sash, and storm
doors 24 金属製品製造業

2037225000 金属製の窓及びドアスクリーン（組合せを除く）及び金属製の
目詰めの製造

Manufacturing of metal window and door screens (excluding
combination) and metal weather strip 24 金属製品製造業

2037250000
スチール及びアルミニウムの板金の日よけ、天蓋、カーポー
ト、パティオ、蛇腹、ドーム、笠木、ソフィット、鼻隠し、
シャッターの製造

Manufacturing of steel and aluminum sheet metal awnings, canopies,
carports,  patios, cornices, domes, copings, soffits, fascia, and shutters 24 金属製品製造業

2037275000 窓及びドア用の特殊ガラスの製造 Manufacturing of specialized glass for windows and doors 21
窯業・土石製品製
造業

2037275003 金網入りガラスの製造 Manufacturing of rolled and wire glass 21
窯業・土石製品製
造業

2037275006 建築用の強化ガラスの製造
Manufacturing of tempered glass for construction and architectural
purposes 21

窯業・土石製品製
造業

2037275009 家電製品などの用途向けの強化ガラスの製造（建築用及び自動
車用を除く）

Manufacturing of tempered glass for appliances and other uses,
excluding for construction, architectural, and automotive purposes 21

窯業・土石製品製
造業

2037275012
その他のガラス製品の製造（ラミネートガラス、複層ガラス、
密封絶縁ガラス、曲げ、エナメル、ステンド、有鉛、多面、着
色スラブを含む）

Manufacturing of other glass products (including laminated, multi-
glazed and sealed insulating glass units, bent, enameled, stained, leaded,
faceted, and colored slabs)

21
窯業・土石製品製
造業

      67120010104 室内壁型製品（パーティションを含む） Interior wall-forming products, including partitions

2037300000 石膏プラスター建材及び木摺の製造 Manufacturing of gypsum plaster building boards and lath 21
窯業・土石製品製
造業

2037325000 石膏建築用プラスターの製造 Manufacturing of gypsum building plasters 21
窯業・土石製品製
造業

2037350000 装飾用及び建築用石膏作品の成形品の製造 Manufacturing of moldings, ornamental and architectural plaster work 21
窯業・土石製品製
造業

2037375000
プレハブ式、組み立て式、折りたたみ式、可動式（自立型を除
く）のパーティションの製造。（オフィスのパーティションを
除く）

Manufacturing of partitions, movable (excluding freestanding),
prefabricated, assembled and knock-down, excluding office partitions 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2037375003 木製のプレハブ式、組立て式、折りたたみ式のパーテションの
製造（カスタムを除く）

Manufacturing of partitions (excluding custom), wood, prefabricated,
assembled and knock-down 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2037375006 トイレ用のプレハブ式、組立て式、折りたたみ式のパーテー
ションの製造（木製を除く）

Manufacturing of partitions, toilet, prefabricated, assembled and knock-
down, excluding wood 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2037375009 可動式（自立型を除く）、プレハブ式、組立て式、折りたたみ
式のパーテションの製造（木製を除く）

Manufacturing of partitions, movable (excluding freestanding),
prefabricated, assembled and knock-down, excluding wood 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2037400000 その他の石膏製品の製造 Manufacturing of other gypsum products 21
窯業・土石製品製
造業

2037400003 その他の焼石膏製品の製造 Manufacturing of other calcined gypsum products 21
窯業・土石製品製
造業

2037400006 石膏工業用プラスターの製造 Manufacturing of gypsum industrial plasters 21
窯業・土石製品製
造業
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      67120010105 床板・床材・壁タイル・壁紙 Flooring, floor coverings, wall tiles, and wallpaper

2037525000 加工板金フローリングの製造 Manufacturing of fabricated sheet metal flooring 24 金属製品製造業

2037550000 建築用のオープン鉄、鋼、アルミニウム床材、格子及び鋲の製
造

Manufacturing of open iron, steel, and aluminum flooring, grating, and
studs for building construction 24 金属製品製造業

2037575000 軟材フローリングのエッヂ加工（舌、溝、さねはぎ）の製造
Manufacturing of softwood flooring, edge worked (tongued, grooved,
rabbeted, etc ) 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2037600000 オーク材及びカエデ材の硬材フローリングの製造 Manufacturing of oak and maple hardwood flooring 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2037625000 トラックトレーラーの集成材の床及び鉄道車両のデッキの製造
Manufacturing of glued laminated hardwood truck trailer flooring and
railroad car decking 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2036000000 ガラス張りの床及び素焼きの粘土床及びに壁タイルの製造（セ
ラミックモザイクタイルを含む）

Manufacturing of clay floor and wall tile, glazed and unglazed
(including ceramic mosaic tile) 21

窯業・土石製品製
造業

2036000003 6平方インチ以上59平方インチ未満の面積のガラス張りの床及び
壁タイルの製造

Manufacturing of glazed floor and wall tile having a facial area greater
than or equal to 6 square inches and less than 59 square inches 21

窯業・土石製品製
造業

2036000006 59平方インチ以上の面積のガラス張りの床及び壁タイルの製造
Manufacturing of glazed floor and wall tile having a facial area greater
than or equal to 59 square inches 21

窯業・土石製品製
造業

2036000009 6平方インチ未満の面積のガラス張りの素焼きセラミックモザイ
ルの製造

Manufacturing of glazed and unglazed ceramic mosaic tile having a
facial area less than 6 square inches 21

窯業・土石製品製
造業

2036000012 6平方インチ以上の面積の素焼きタイルの製造（素焼き採石タイ
ルを含む）

Manufacturing of unglazed tile, including unglazed quarry tile having a
facial area greater than or equal to 6 square inches 21

窯業・土石製品製
造業

2037650000
壁及び天井タイルのプラスチック製の壁やカウンターカバーの
製造（防音天井タイル及び発泡剤並びに強化プラスチックを除
く）

Manufacturing of plastics wall and counter coverings, including wall
and ceiling tile (excluding acoustical insulation ceiling tiles and foam
and reinforced plastics)

18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2037675000 弾力性のある床材の製造 Manufacturing of resilient floor coverings 19 ゴム製品製造業

2037675003 ビニールやゴムを含むシート状の弾力性のある床材の製造
Manufacturing of resilient floor covering, sheet flooring, including vinyl
and rubber 19 ゴム製品製造業

2037675006 タイル、ビニール組成物及びプレーン接着剤、ノーワックス、
ゴム等の弾力性のある床材の製造

Manufacturing of resilient floor covering, tile, including vinyl, vinyl
composition, plain- and adhesive-backed, no-wax, rubber, etc 19 ゴム製品製造業

2037700000 ゴム製のフロアーマットの製造（自転車用を除く） Manufacturing of rubber floormats, excluding automotive 19 ゴム製品製造業

2037700003 ロール状のゴム製フロアマット、マット及び階段用踏板の製造 Manufacturing of rubber floormats, matting, and stair treads, in rolls 19 ゴム製品製造業

2037700006 階段用踏板を含む個々のゴム製フロマット及びマットの製造
（自動車用を除く）

Manufacturing of individual rubber floormats and matting (including
stair treads), excluding automotive 19 ゴム製品製造業

2037700009 その他のゴム製床材及び壁装材（コーブベース、羽目板などを
含む）の製造

Manufacturing of other rubber floor and wall coverings (including cove
base, wainscoting, etc) 19 ゴム製品製造業

2037725000 カーペット及び敷物の製造（織りのみ又は織り仕上げ） Manufacturing of carpet and rugs, woven only or woven and finished 11 繊維工業

2037750000 タフテッド加工のカーペット及び敷物の製造 Manufacturing of carpet and rugs, tufted 11 繊維工業

2037750003
タフテッド加工のみ又はタフテッド加工仕上げ加工済みの洗浄
可能な小さな敷物、バスマットやセット（6 x 9フィート以下）
の製造

Manufacturing of washable scatter rugs, bathmats, and sets (6 by 9 foot
and smaller), tufted only or tufted and finished 11 繊維工業

2037750006
タフテッド加工のみ又はタフテッド加工及び仕上げ加工済みの
ハードカバー洗浄不可能なエリアラグ（6 x 9フィート以下）の
製造

Manufacturing of hard-backed nonwashable accent and area rugs (6 by
9 foot and smaller), tufted only or tufted and finished 11 繊維工業

2037750009 タフテッド加工のみ又はタフテッド加工及び仕上げ加工済みの
部屋サイズの敷物（6 x 9フィート以上）の製造

Manufacturing of room-size rugs (larger than 6 by 9 foot), tufted only
or tufted and finished 11 繊維工業

2037750012
タフテッド加工のみ又はタフテッド加工及び仕上げ加工済みの
ロールカーペット及び敷物（人工芝を除く6フィート以上）の製
造

Manufacturing of roll carpet and rug goods (6 foot and larger excluding
artificial grass), tufted only or tufted and finished 11 繊維工業

2037750015 タフテッド加工のみ又はタフテッド加工及び仕上げ加工済みの
非競技面のカーペット及び敷物用の人工芝の製造

Manufacturing of artificial grass for nonathletic surfaces, carpet and
rugs, tufted only or tufted and finished 11 繊維工業

2037750018 タフテッド加工のみ又はタフテッド加工及び仕上げ済みの自動
車及び航空機のカーペット及び敷物の製造

Manufacturing of automobile and aircraft carpet and rugs, tufted only
or tufted and finished 11 繊維工業

2037750021 タフテッド加工のみ又はタフテッド加工及び仕上げ済みののモ
ジュラーカーペット及び敷物タイルの製造

Manufacturing of modular carpet and rug tile, tufted only or tufted and
finished 11 繊維工業

2037750024 タフテッドカーペット及び敷物の製造（仕上げのみ） Manufacturing of tufted carpet and rugs, finishing only 11 繊維工業

2037775000 加工カーペット及び敷物の製造（カット、縫製及び／又は製本
のみ）

Manufacturing of fabricated carpet and rugs (cut, sewn, and/or bound
only) 11 繊維工業

2037775003 加工カーペット及び敷物の製造（加工カーペットタイルを除
く）

Manufacturing of fabricated carpet and rugs, except fabricated carpet
tiles 11 繊維工業

2037775006 タフテッド加工及びニードルパンチ加工カーペットタイルの製
造

Manufacturing of fabricated carpet tiles, tufted and needle punched 11 繊維工業

2037825000 その他のカーペット、敷物及びマットの製造 Manufacturing of other carpet, rugs, and mats 11 繊維工業

2037850000 カーペット及び敷物用クッションのためのフォームラバー及び
化学的に発泡した連続気泡ゴムスポンジの製造

Manufacturing of latex foam and chemically blown open cell rubber
sponge for carpet and rug cushions 11 繊維工業

2037875000 カーペット及び敷物用クッションのポリウレタンフォームカー
ペットの下敷きの製造

Manufacturing of polyurethane foam carpet underlay, carpet and rug
cushions 11 繊維工業

2037875003 カーペット及び敷物用クッションのポリウレタンフォームカー
ペットの下敷きの製造（一流）

Manufacturing of polyurethane foam carpet underlay, carpet and rug
cushions, prime 11 繊維工業

2037875006 カーペット及び敷物用クッションのポリウレタンフォームカー
ペットの下敷きの製造（保証付き）

Manufacturing of polyurethane foam carpet underlay, carpet and rug
cushions, bonded 11 繊維工業

2037900000
パンチ又はニードルフェルト（ステッチボンド及びカーペット
並びに敷物の裏地及びクッションを含む）、毛髪及び／又は
ジュートの製造。帽子を除く

Manufacturing of punched or needled felts (including stitch bonded and
carpet and rug linings and cushions), hair and/or jute, excluding hats 11 繊維工業

2037925000 風光明媚な装飾及びパネル装飾を含む、紙、布又はラミネート
加工の壁装材の製造

Manufacturing of wallcoverings, paper-coated, fabric-coated, or
laminated, including scenic and panel decorations 11 繊維工業

      67120010106 木製キッチン、バスルームキャビネット、カウンター製品 Wood kitchen and bathroom cabinet and counter products
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2037950000 常設用の木製キッチンキャビネット及び関連キャビネットワー
クのストックラインの製造

Manufacturing of wood kitchen cabinets and related cabinetwork, stock
line, for permanent installation 13

家具・装備品製造
業

2037975000
常用設置のための木製カスタムキッチンキャビネット及び関連
キャビネットワークの製造（小売店で直接顧客に販売されるも
のを除く）

Manufacturing of wood custom kitchen cabinets and related
cabinetwork for permanent installation, excluding those sold directly to
the customer at retail

13
家具・装備品製造
業

2038000000 木製及びプラスチックラミネートの木製キッチンキャビネット
及びカウンタートップの製造

Manufacturing of wood kitchen cabinet and counter tops, wood and
plastics laminated 13

家具・装備品製造
業

2038025000 常設設置のための洗面化粧台及び関連キャビネットワークの製
造（小売店で直接顧客に販売されるものを除く）

Manufacturing of bathroom vanities and related cabinetwork for
permanent installation, excluding those sold directly to the customer at
retail

13
家具・装備品製造
業

2038050000 木製及びプラスチックラミネートの木製バスルーム化粧台の製
造

Manufacturing of wood bathroom vanity tops, wood and plastics
laminated 13

家具・装備品製造
業

2038075000 小売店での直接販売の常設設置のための木製キッチンキャビ
ネット、洗面化粧台及び関連するキャビネットワークの製造

Manufacturing of wood kitchen cabinets, bathroom vanities, and related
cabinetwork, custom, for permanent installation, sold directly to the
customer at retail

13
家具・装備品製造
業

      67120010111 組立式建物・部品 Prefabricated buildings and components

2040075000 プレハブ木製建造物用部品の製造（完成品としては販売されて
いない）

Manufacturing of components for prefabricated stationary wood
buildings (not sold as complete units) 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2040075003 家、長屋、アポートを含む居住用向けのプレハブ木製建造物用
部品の製造（完成品としては販売されていない）

Manufacturing of components for prefabricated stationary wood
residential buildings, including homes, townhouses, and apartments (not
sold as complete units)

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2040075006 モーテル及びホテルを含む非居住用向けのプレハブ木製建造物
用部品の製造（完成品としては販売されていない）

Manufacturing of components for prefabricated stationary wood
nonresidential buildings, including motels and hotels (not sold as
complete units)

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2040100000 プレハブ木造建築用プレカットパッケージの製造（完成品）
Manufacturing of precut packages for prefabricated stationary wood
buildings (complete units) 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2040100003 居住用向けのプレハブログハウスのプレカットパッケージの製
造（完成品）

Manufacturing of precut packages for prefabricated stationary
residential log homes (complete units) 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2040100006 その他のプレハブ木造住宅用プレカットパッケージの製造（住
宅、タウンハウス、アパートを含む）（完成品）

Manufacturing of precut packages for other prefabricated stationary
residential wood buildings, including homes, townhouses, and
apartments (complete units)

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2040100009 非住宅用のプレハブプレカットパッケージの製造（ホテル、
モーテルを含む）（完成品）

Manufacturing of precut packages for prefabricated stationary
nonresidential wood buildings, including motels and hotels (complete
units)

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2040125000 パネル形式で出荷されるプレハブ木製建造物の製造（完成品）
Manufacturing of prefabricated stationary wood buildings shipped in
panel form (complete units) 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2040125003
パネル形式で出荷されるシングル及びマルチファミリーのプレ
ハブ木造住宅用の製造（タウンハウスを含む）（完全なユニッ
ト）

Manufacturing of prefabricated stationary residential wood buildings,
single and multifamily, including townhouses, shipped in panel form
(complete units)

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2040125006 パネル形式で出荷されるプレハブ木造非住宅用の製造（モーテ
ル及びホテルを含む）（完成品）

Manufacturing of prefabricated stationary nonresidential wood
buildings, including motels and hotels, shipped in panel form (complete
units)

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2040150000 3次元アセンブリで出荷されるプレハブ木造住宅の製造（タウン
ハウス及びアパートを含む）

Manufacturing of prefabricated stationary residential wood buildings,
including homes, townhouses, and apartments, shipped in three-
dimensional assemblies

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2040175000 3次元アセンブリで出荷されるプレハブ木造非住宅の製造（モー
テル及びホテルを含む）

Manufacturing of prefabricated stationary nonresidential wood
buildings, including motels and hotels, shipped in three-dimensional
assemblies

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2040200000 プレキャストコンクリート、プレハブ建築システム及び部品の
製造

Manufacturing of precast concrete, prefabricated building systems and
components 21

窯業・土石製品製
造業

2040200003
完成品としての販売及びパネル又はモジュール形式で出荷され
るプレキャストコンクリート、プレハブ建築システム、主にコ
ンクリートの製造

Manufacturing of precast concrete, prefabricated building systems,
primarily concrete, sold as complete units, and shipped in panel or
modular form

21
窯業・土石製品製
造業

2040200006 その他のプレキャストコンクリート構造物又は建築用製品（プ
レハブ住宅用部品を含む）の製造

Manufacturing of other precast concrete construction or building
products (including prefabricated housing components) 21

窯業・土石製品製
造業

2040225000 プレハブ金属建築システムの製造（農務用建物、住宅用建物及
び部品を除く）

Manufacturing of prefabricated metal building systems (excluding farm
service buildings, residential buildings, and parts) 24 金属製品製造業

2040225003 施設用、医療用及び宗教用のプレハブ金属建築システムの製造
（農務用建物、住宅用建物及び部品を除く）

Manufacturing of institutional, medical, and religious prefabricated
metal building systems (excluding farm service buildings, residential
buildings, and parts)

24 金属製品製造業

2040225006 公共用及び教育用プレハブ金属建築システムの製造（農務用建
物、住宅用建物及び部品を除く）

Manufacturing of public and educational prefabricated metal building
systems (excluding farm service buildings, residential buildings, and
parts)

24 金属製品製造業

2040250000 工業用及び商業用プレハブ金属建築システムの製造（農務用建
物、住宅用建物及び部品を除く）

Manufacturing of industrial and commercial prefabricated metal
building systems (excluding farm service buildings, residential buildings,
and parts)

24 金属製品製造業

2040275000 鉄鋼及びアルミニウム製のプレハブポータブル農場サービス用
建物、温室、穀物貯蔵用建物の製造

Manufacturing of prefabricated and portable farm services buildings,
greenhouses, and grain storage buildings, steel and aluminum 24 金属製品製造業

2040275003 鉄鋼及びアルミニウム製のプレハブポータブル温室の製造
Manufacturing of prefabricated and portable greenhouses, steel and
aluminum 24 金属製品製造業

2040275006 鉄鋼及びアルミニウム製のプレハブポータブ穀物倉庫の製造
（農業用及び商業用を含む）

Manufacturing of prefabricated and portable grain storage buildings,
including farm and commercial types, steel and aluminum 24 金属製品製造業

2040275009 鉄鋼及びアルミニウム製のプレハブポータブル農場サービス用
建物（家畜用シェルター、機械倉庫等）

Manufacturing of other prefabricated and portable farm service
buildings (livestock shelters, machinery storage, etc ), steel and
aluminum

24 金属製品製造業

2040300000 アルミニウム及び鉄鋼製のプレハブ建物の製造
Manufacturing of prefabricated and portable aluminum and steel
buildings 24 金属製品製造業

2040300003 プレハブポータブルの小型鋼鉄ユーティリティビルの製造
Manufacturing of prefabricated and portable small steel utility buildings,
including toolsheds, cabanas, storage houses, etc 24 金属製品製造業

2040300006 その他のプレハブポータブル鉄鋼建物の製造 Manufacturing of other prefabricated and portable steel buildings 24 金属製品製造業

2040300009 鉄鋼及びアルミニウム製のプレハブポータブル住居の製造（別
荘及びキャンプを含む）

Manufacturing of prefabricated and portable dwellings, steel and
aluminum, including vacation homes and camps 24 金属製品製造業

2040300012 アルミニウム製のプレハブポータブル小型建物の製造（小屋、
倉庫を含む）

Manufacturing of prefabricated and portable small aluminum utility
buildings, including toolsheds, cabanas, storage houses, etc 24 金属製品製造業
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2040300015 アルミニウム製のその他のプレハブポータブル建物製造 Manufacturing of other prefabricated and portable aluminum buildings 24 金属製品製造業

2040300018 鉄鋼及びアルミニウム製の完成品ユニットでは販売されていな
いプレハブ建築用のパネル、部品及び部分品の製造

Manufacturing of panels, parts, and sections for prefabricated buildings,
not sold as a complete unit, steel and aluminum 24 金属製品製造業

      67120010112 塗料・被膜剤・密封剤及びその他の関連製品 Paint, coating, sealant, and other related products

2040325000 建築用塗料の製造 Manufacturing of architectural coatings 16 化学工業

2040325003 希釈溶剤された外装用の塗料及び着色ベースの製造（納屋及び
屋根用塗料を含む）

Manufacturing of exterior solvent-thinned paints and tinted bases,
including barn and roof paints 16 化学工業

2040325006 希釈溶剤された外装用のエナメル及び着色ベースの製造（エク
ステリア - インテリアフロアエナメルを含む）

Manufacturing of exterior solvent-thinned enamels and tinted bases,
including exterior-interior floor enamels 16 化学工業

2040325009 希釈溶剤された外装用のアンダーコート及びプライマーの製造 Manufacturing of exterior solvent-thinned undercoaters and primers 16 化学工業

2040325012 希釈溶剤された外装用のクリアフィニッシュ及びシラーの製造 Manufacturing of exterior solvent-thinned clear finishes and sealers 16 化学工業

2040325015 希釈溶剤された外装用のステインの製造（がれき及び屋根板を
含む）

Manufacturing of exterior solvent-thinned stains, including shingle and
shake 16 化学工業

2040325018 希釈溶剤されたその他の外装用のコーティングの製造（瀝青塗
料を含む）

Manufacturing of other exterior solvent-thinned coatings, including
bituminous paints 16 化学工業

2040325021 希釈水された外装用の塗料及び着色ベースの製造（納屋及び屋
根用塗料を含む）

Manufacturing of exterior water-thinned paints and tinted bases,
including barn and roof paints 16 化学工業

2040325024 希釈水された内外装用のデッキ及びフロアエナメルの製造
Manufacturing of exterior-interior water-thinned deck and floor
enamels 16 化学工業

2040325027 希釈水された外装用アンダーコート及びプライマーの製造 Manufacturing of exterior water-thinned undercoaters and primers 16 化学工業

2040325031 希釈水された外装用のステイン及びシラーの製造 Manufacturing of exterior water-thinned stains and sealers 16 化学工業

2040325033 希釈水された外装用のコーティングの製造 Manufacturing of other exterior water-thinned coatings 16 化学工業

2040325036 希釈溶剤された内装用の壁用塗料および着色ベースの製造、フ
ラット（ミルホワイト塗料を含む）

Manufacturing of interior solvent-thinned wall paint and tinting bases,
flat, including mill white paints 16 化学工業

2040325039 希釈溶剤された内装用のエナメル、グロス及び即乾性のエナメ
ルの製造

Manufacturing of interior solvent-thinned paints and enamels, gloss,
and quick-drying enamels 16 化学工業

2040325042 希釈溶剤された内装用の塗料及び着色ベースの製造（半光沢、
半つや消し及び光沢を含む）

Manufacturing of other interior solvent-thinned paints and tinting bases,
including semigloss, eggshell, and satin 16 化学工業

2040325045 希釈溶剤された内装用のアンダーコート及びプライマーの製造 Manufacturing of interior solvent-thinned undercoaters and primers 16 化学工業

2040325048 希釈溶剤された内装用のクリアフィニッシュ及びシラーの製造 Manufacturing of interior solvent-thinned clear finishes and sealers 16 化学工業

2040325051 希釈溶剤された内装用のステインの製造 Manufacturing of interior solvent-thinned stains 16 化学工業

2040325054 希釈溶剤されたその他のコーティングの製造 Manufacturing of interior other solvent-thinned coatings 16 化学工業

2040325057 希釈水された内装用の塗料及び着色ベースの製造、フラット Manufacturing of interior water-thinned paints and tinting bases, flat 16 化学工業

2040325061 希釈水された内装用のその他の塗料及び着色ベースの製造（半
光沢、半つや消し、光沢を含む）

Manufacturing of other interior water-thinned paints and tinting bases,
including semigloss, eggshell, and satin 16 化学工業

2040325063 希釈水された内装用のアンダーコート及びプライマーの製造 Manufacturing of interior water-thinned undercoaters and primers 16 化学工業

2040325066 希釈水された内装用のコーティング、ステイン及びシラーの製
造

Manufacturing of other interior water-thinned coatings, stains, and
sealers 16 化学工業

2040325069 建築用ラッカーの製造 Manufacturing of architectural lacquers 16 化学工業

2040350000
すべての海洋用塗料、工業用、建築用（屋根及び建築用塗料を
除く）及びメンテナンス用塗料、交通標識用塗料等を含む特殊
用途塗料の製造

Manufacturing of special-purpose coatings including all marine
coatings, industrial, construction (excluding roofing and architectural
coatings) and maintenance coatings, traffic marking paints, etc

16 化学工業

2040350003 工業用、新築工事及びメンテナンスの内装用塗料の製造
Manufacturing of interior paints, industrial, new construction, and
maintenance 16 化学工業

2040350006 工業用、新築工事及びメンテナンスの外装用塗料の製造
Manufacturing of exterior paints, industrial, new construction, and
maintenance 16 化学工業

2040350009 交通標識、すべての種類の塗料の製造（小缶入り塗料及び高速
道路標識を含む）

Manufacturing of paints, traffic marking, all types, including shelf goods
and highway department 16 化学工業

2040350012 自動車、その他輸送用機械の補修用塗料及びエナメルの製造
（プライマーを含む）

Manufacturing of paints and enamels, automotive, other transportation
and machinery refinishing, including primers 16 化学工業

2040350015
海洋、船舶及び海上施設の新築工事、海洋補修および維持管理
の両方のための塗料、小缶入り塗料の製造（スパーワニスを除
く）

Manufacturing of paints, marine, ship and off-shore facilities and shelf
goods for both new construction and marine refinishing and
maintenance, excluding spar varnish

16 化学工業

2040350018 船舶用、ヨット用及びプレジャーボート用の造船、補修、メン
テナンス用の塗料の製造

Manufacturing of paints, marine, for yacht and pleasure craft, new
construction, refinishing, and maintenance 16 化学工業

2040350021 エアゾール容器のために作られた濃縮物塗料の製造
Manufacturing of paint concentrates produced for packaging in aerosol
containers 16 化学工業

2040350024 工業用、エアゾール及びその他の海洋品の特殊用途の塗料及び
コーティングの製造

Manufacturing of other special-purpose paints and coatings, industrial,
aerosol, and other marine 16 化学工業

2040375000 さまざまな関連する塗料製品の製造（塗料及びニス除去剤、シ
ンナー、顔料分散液、グレージングコンパウンド等含む）

Manufacturing of miscellaneous allied paint products, including paint
and varnish removers, thinners, pigment dispersions, glazing
compounds, etc

16 化学工業

2040375003 塗料及びニス除去剤の製造 Manufacturing of paint and varnish removers 16 化学工業

2040375006 ラッカー及びその他の溶剤系塗料製品用シンナーの製造
Manufacturing of thinners for lacquers and other solvent-based paint
products 16 化学工業

2040375009 顔料分散液の製造 Manufacturing of pigment dispersions 16 化学工業

2040375012 種々雑多な関連した塗料製品の製造（ブラシクリーナ、インク
ビヒクル、パテ及びグレージング化合物等を含む）

Manufacturing of other miscellaneous allied paint products, including
brush cleaners, ink vehicles, putty and glazing compounds, etc 16 化学工業
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2040400000 構造用シーラントの製造（耐荷重） Manufacturing of structural sealants (load-bearing) 16 化学工業

2040400003 合成系汎用構造用（耐荷重）シーラントの製造（PVAC、ブチ
ル、ビニル、アクリル、ネオプレン等）

Manufacturing of synthetic-base general performance structural (load-
bearing) sealants (PVAC, butyl, vinyl, acrylic, neoprene, etc ) 16 化学工業

2040400006 合成系特殊構造用（耐荷重）シーラントの製造（ポリスルフィ
ド、シリコーン、エポキシ、ウレタン等）

Manufacturing of synthetic-base special performance structural (load-
bearing) sealants (polysulfide, silicone, epoxy, urethane, etc ) 16 化学工業

2040400009 合成系構造用（耐荷重性）シーラント予備成形テープの製造
（ブチル、ポリブテン、ポリイソブチレン等）

Manufacturing of synthetic-base structural (load-bearing) sealant
preformed tapes (butyl, polybutene, polyisobutylene, etc ) 16 化学工業

2040425000 非構造用コーキングコンパウンド及びシーラントの製造 Manufacturing of nonstructural caulking compounds and sealants 16 化学工業

2040425003 天然ベースの非構造（耐荷重）コーキング、改質及び未改質オ
イルベースの製造

Manufacturing of natural-base nonstructural (nonload-bearing) caulks,
modified and unmodified oil base 16 化学工業

2040425006 天然瀝青ベース（コールタール又はアスファルト）非構造（耐
荷重）コーキングコンパウンド及びシーラントの製造

Manufacturing of natural bituminous-base (coal tar or asphalt)
nonstructural (nonload-bearing) caulking compounds and sealants 16 化学工業

2040425009 合成系非構造（耐荷重）一般性能シーラントの製造（PVAC、ブ
チル、ビニル、アクリル、ネオプレン等）

Manufacturing of synthetic-base nonstructural (nonload-bearing)
general performance sealants (PVAC, butyl, vinyl, acrylic, neoprene,
etc )

16 化学工業

2040425012 合成系非構造（耐荷重）特殊性能シーリング材の製造（ポリス
ルフィド、シリコーン、エポキシ、ウレタン等）

Manufacturing of synthetic-base nonstructural (nonload-bearing)
special performance sealants (polysulfide, silicone, epoxy, urethane,
etc )

16 化学工業

2040425015 合成ベースの非構造（非荷重）シーラント予備成形テープの製
造（ブチル、ポリブテン、ポリイソブチレン等）

Manufacturing of synthetic-base nonstructural (nonload-bearing)
sealant preformed tapes (butyl, polybutene, polyisobutylene, etc ) 16 化学工業

2040450000 ブラシ、ペイント及びニスの製造（カルソミン、マーキング、
壁紙、ステンシル、水性白色塗料を含む）

Manufacturing of brushes (including kalsomine, marking, paperhanging,
stenciling, and whitewash), paint and varnish 16 化学工業

2040475000 ホルダー、パッド、ローラーフレーム及びローラー（交換用
ローラーを含む）、塗料の製造

Manufacturing of holders, pads, roller frames, and rollers (including
replacement rollers), paint 16 化学工業

2040500000 テレビン油、硫酸塩の製造 Manufacturing of turpentine, sulfate 16 化学工業

2040525000 アーティストのエアブラシを除く、その他すべての種類のブラ
シ（アーティストのブラシ及びヘア鉛筆を含む）の製造

Manufacturing of brushes, all other types (including artists' brushes and
hair pencils), excluding artists' airbrushes 32 その他の製造業

    671200102 建設及び鉱業用その他の雑多な材料及び備品 Other miscellaneous materials and supplies for construction and mining

      67120010206 建設・鉱業用その他の全ての各種材料・消耗品
All other miscellaneous materials and supplies for construction and
mining

2041150000 帆布防水シート及びその他のカバーの製造（トラック及びボー
トを除く）フラット又はフィット

Manufacturing of canvas tarpaulins and other covers (excluding truck
and boat), flat or fitted 11 繊維工業

2041175000 階段、外装用木工品及び軟材フローリングを含む木工用製品の
製造（成形を除く）

Manufacturing of wood millwork products (excluding molding),
including stairwork, exterior millwork, and softwood flooring 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2041200000
カスタム建築用木工品、木工品及び木製の備品の製造（カスタ
ムの木製及びプラスチックのラミネート加工の備品トップを含
む）（キッチンカウンター及びキャビネット、洗面化粧台並び
に化粧台のトップを除く）

Manufacturing of custom architectural woodwork, millwork, and wood
fixtures (including custom wood and plastics laminated fixture tops)
(excluding kitchen counters and cabinets and bathroom vanities and
vanity tops)

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2041225000
刻印及びプレス加工されたガラス質（磁器）のエナメル加工さ
れた金属製建築部品（外装及び内装）の製造（店頭やカーテン
ウォールの部品を含む）

Manufacturing of stamped and pressed vitreous (porcelain) enameled
metal architectural parts (exterior and interior), including store front
and curtain wall components

24 金属製品製造業

2041250000
鉄、鋼鉄及びアルミニウム製の階段、手すりのついた階段及び
避難所並びに金属製石膏ベースの付属品の製造（コーナービー
ト、スクリーン、床などを含む）

Manufacturing of iron, steel, and aluminum stairs, staircases, and fire
escapes and expanded metal plaster base accessories (including corner
beads, screens, grounds, etc )

24 金属製品製造業

2041275000 その他のアルミニウム及び金属建築装飾品の製造
Manufacturing of other aluminum and metal architectural and
ornamental work 24 金属製品製造業

2041300000 その他の鉄及び鉄鋼建築装飾品の製造
Manufacturing of other iron and steel architectural and ornamental
work 24 金属製品製造業

2041325000
建設及び鉱業のためのアルミニウム及びその他の金属のカスタ
ムロール成型製品の製造（カーボン、ステンレススチール及び
合金鋼）

Manufacturing of custom roll formed products (carbon, stainless, and
alloy steel), aluminum and other metal, for construction and mining 24 金属製品製造業

2041350000 その他の石油化学製品の製造 Manufacturing of miscellaneous petroleum and chemical products 17
石油製品・石炭製
品製造業

2041350003 コンクリート養生材及び床材の製造 Manufacturing of concrete curing and floor hardening materials 11 繊維工業

2041350006 掘削泥水材料の製造（マッドシンナー、増粘材及びピューリ
ファイヤ）

Manufacturing of drilling mud materials (mud thinners, thickeners, and
purifiers) 21

窯業・土石製品製
造業

2041375000
プラスチック製ハードウェアの製造（クランプ、ハンドル、ヒ
ンジ、ロック、キャスター、ノブ、ネイル等）（発泡体及びワ
イヤーコーティングを除く）

Manufacturing of plastics hardware (clamps, handles, hinges, locks,
casters, knobs, nails, etc ) (excluding foam and wire coated) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2041400000 建築用及び建設用のプラスチック加工品の製造（発泡体、配管
器具、ハードウェア又は強化プラスチックを除く）

Manufacturing of building and construction fabricated plastics products
(excluding foam, plumbing fixtures, hardware, or reinforced plastics) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2041400003 建築用及び建設用のプラスチック製継手の製造（発泡体、配管
器具、ハードウェア及び強化プラスチックを除く）

Manufacturing of building and construction plastics fittings and unions,
other than pipe (excluding foam, plumbing fixtures, hardware, and
reinforced plastics)

18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2041400006 建築用及び建設用のその他のプラスチック製品の製造（発泡体
及び強化プラスチックを除く）

Manufacturing of other building and construction plastics products
(excluding foam and reinforced plastics) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2041425000
その他のすべての構造用粘土製品の製造（建築テラコッタ、排
水タイル、煙道タイル、屋根瓦、導管等） 粘土質耐火物を除
く

Manufacturing of all other structural clay products (architectural terra
cotta, drain tile, flue tile, roofing tile, conduit, etc ), excluding clay
refractories

21
窯業・土石製品製
造業

2041450000 粘土質耐火物の製造 Manufacturing of clay refractories 21
窯業・土石製品製
造業

2041450003 耐火粘土、高アルミナ質耐火物及び断熱れんが製造 Manufacturing of fireclay, high alumina, and insulating brick and shapes 21
窯業・土石製品製
造業

2041450006 成形されていない粘土質耐火接着モルタル、キャスタブル耐火
物及び吹き抜け補修剤の製造

Manufacturing of unshaped clay refractory bonding mortars, castable
refractories, and gunning mixes 21

窯業・土石製品製
造業

2041450009 その他すべての粘土質耐火物の製造 Manufacturing of all other clay refractories 21
窯業・土石製品製
造業

2041475000 非粘土質耐火物の製造（高焼失マグネシアを除く）
Manufacturing of nonclay refractories (excluding dead-burned
magnesia) 21

窯業・土石製品製
造業
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2041475003 マグネサイト及びマグネサイト-クロムれんが並びにクロムれん
がの成型製造

Manufacturing of magnesite and magnesite-chrome brick and shapes
and chrome brick 21

窯業・土石製品製
造業

2041475006 その他すべてのれんがの成型製造 Manufacturing of all other brick and shapes 21
窯業・土石製品製
造業

2041475009 成形されていない粘土質耐火物、モルタル、プラスチック耐火
物及びラミングミックスの製造

Manufacturing of unshaped nonclay refractories, mortars, plastic
refractories, and ramming mixes 21

窯業・土石製品製
造業

2041475012 その他すべての非粘土質耐火物の製造 Manufacturing of all other nonclay refractories 21
窯業・土石製品製
造業

2041500000
ドアロック及びロックセットの製造；スクリーン、雨戸、窓の
金具、 キャビネット及びクローゼットの金具、 ヒンジ、南京
錠、ドアコントロール、および他の建築者のハードウェア（建
築用トリムハードウェアを含む）

Manufacturing of doorlocks and locksets; screen, storm door, and
window hardware; cabinet and closet hardware; hinges, padlocks, door
controls, and other builders' hardware (including architectural trim
hardware)

24 金属製品製造業

2041525000
ドアロック及びロックセットの製造 ；スクリーン、雨戸、窓の
金具、キャビネット及びクローゼットの金具、 ヒンジ、南京
錠、ドア開閉具及び他の建築用金具（建築用トリム金具を含
む）

Manufacturing of noninsulated ferrous wire rope, cable, and fabricated
wire rope assemblies (including lifting slings) 24 金属製品製造業

2041600000 鉄道、スイッチの交差製作アセンブリの製造
Manufacturing of fabricated assemblies of railroad frogs, switches, and
crossings 28

電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

2041650000 金属製パイプハンガー及び支柱の製造（金属製枠を除く）
Manufacturing of metal pipe hangers and supports (excluding metal
framing) 24 金属製品製造業

2041675000 鋼線フェンス及びフェンスゲートの製造 Manufacturing of steel wire fencing and fence gates 24 金属製品製造業

2041700000 スチールフェンス、アルミフェンス、ゲート（ワイヤー以外）
及び手すり並びに窓保護棒の製造

Manufacturing of steel and aluminum fences, gates (other than wire),
and railings and window guards 24 金属製品製造業

2041725000 固体、液体、気体の分離に使用される製品用部品の製造（フィ
ルター、ストレーナー用部品及び流体動力製品を除く）

Manufacturing of parts for products used for separating solids, liquids,
and gases (excluding parts for filters and strainers and fluid power
products)

24 金属製品製造業

2041750000 爆薬及び発破付属品の製造 Manufacturing of explosives and blasting accessories 16 化学工業

2041775000 金属製の家畜の囲いの製造 Manufacturing of metal stalls and corrals 24 金属製品製造業

小分類67121 その他の材料及び消耗品等 Miscellaneous materials and supplies, nec.

  6712101 その他の材料及び消耗品等 Miscellaneous materials and supplies, nec

    671210101 梱包及び梱包材料及び消耗品 Packaging and packing materials and supplies

      67121010101 ギフト用包装製品 Gift wrap products

2047025000 ギフト包装紙の製造 Manufacturing of gift wrap paper 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047025003 その他全てのギフト用包装紙（小売カウンターアイテム、全て
の型と重量）の製造

Manufacturing of all other gift wrap paper, retail counter items, all
types and weights 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047025006
その他の紙ギフト包装を含む積層アルミホイルのギフト包装の
製造（店頭で使用するためのカウンターロールとフラットシー
ト、追加処理のために他の製造業者に出荷される紙ギフト包装
材料）

Manufacturing of laminated aluminum foil gift wrap, including other
paper gift wrapping (counter rolls and flat sheets for stores' own use,
and paper gift wrap materials shipped to other manufacturers for further
processing)

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047050000
ギフト用包装紙（他の素材のラミネート加工されていないも
の）を含む改造されたマウントされていないアルミ箔フレキシ
ブル包装製品の製造

Manufacturing of converted unmounted aluminum foil flexible
packaging products, including gift wrap (not laminated to other
materials)

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047050003 厚さ0.001ミクロン未満の被覆アルミニウム箔の製造（他の材料
にラミネートしていないもの）

Manufacturing of coated aluminum foil less than 001 thickness (not
laminated to other materials) 23 非鉄金属製造業

2047050006 コーティングされたアルミニウム箔の製造.001から.003インチ
の厚さ（他の材料にラミネート加工されていないもの）

Manufacturing of coated aluminum foil 001 to 003 inch thickness (not
laminated to other materials) 23 非鉄金属製造業

2047050009 厚さ0.003インチを超える被覆アルミニウム箔の製造（他の材料
にラミネート加工されていないもの）

Manufacturing of coated aluminum foil greater than 003 inch thickness
(not laminated to other materials) 23 非鉄金属製造業

      67121010103 バッグ・ポーチ・ライナー製品 Bag, pouch, and liner products

2047400000 特殊バッグ、ポーチ、ライナー、コート紙、シングルウェブ紙
の製造

Manufacturing of specialty bags, pouches, and liners, coated and single-
web paper 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047425000 特殊バッグ、ポーチ、ライナー、マルチウェブラミネーショ
ン、フォイルの製造（フィルム・フィルムを除く）

Manufacturing of specialty bags, pouches, and liners, multiweb
laminations and foil, excluding film-film 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047425003 紙/フィルムマルチウェブ特殊バッグ、ポーチ及びライナーの製
造

Manufacturing of paper/film multiweb specialty bags, pouches, and
liners 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047425006 ホイル専用バッグ、ポーチ、ライナー及び全ての紙又はフィル
ムとホイルの組み合わせの製造

Manufacturing of foil specialty bags, pouches, and liners, and all paper
or film combinations with foil 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047425009 その他のマルチウェブ特殊バッグ、ポーチ、ライナーの製造
（紙/紙を含む）

Manufacturing of other multiweb specialty bags, pouches, and liners,
including paper/paper 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047450000 コーティングされていない食料品店のバッグやサックの製造 Manufacturing of uncoated paper grocers' bags and sacks 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047475000 コート紙以外の種類のバッグ、ポーチ（商品）及びショッピン
グバッグの製造

Manufacturing of uncoated paper variety bags, pouches (merchandise),
and shopping bags 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047475003 コート紙以外の種類のバッグやポーチ（商品）の製造
Manufacturing of uncoated paper variety bags and pouches
(merchandise) 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047475006 コート紙以外の買い物袋の製造 Manufacturing of uncoated paper shopping bags 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047500000 その他全てのコーティングされていない紙袋及びパウチ（特殊
袋、防虫袋などを含む）の製造

Manufacturing of all other uncoated paper bags and pouches (including
specialty bags, mothproof bags, etc ) 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047525000 ポリエチレンの食料雑貨品や様々なバッグやポーチの製造 Manufacturing of polyethylene grocery and variety bags and pouches 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047550000 ポリエチレンゴミ袋の製造 Manufacturing of polyethylene refuse bags 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047550003 工業用ポリエチレンゴミ袋の製造 Manufacturing of polyethylene refuse bags, industrial 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
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2047550006 家庭用ポリエチレンゴミ袋の製造 Manufacturing of polyethylene refuse bags, household 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047575000 ポリエチレン繊維製品、衣類用バッグ、パウチの製造 Manufacturing of polyethylene textile and clothing bags and pouches 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047600000 ポリエチレン家庭用食品貯蔵バッグ及びパウチ（サンドイッチ
と冷凍室）の製造

Manufacturing of polyethylene household food storage bags and
pouches (sandwich and freezer) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047625000 その他のポリエチレン製バッグ、ポーチ、ライナーの製造 Manufacturing of other polyethylene bags, pouches, and liners 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047625003 ポリエチレン製農産物袋の製造 Manufacturing of polyethylene produce bags 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047625006 ポリエチレンドラムとボックスライナーの製造 Manufacturing of polyethylene drum and box liners 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047625009 ポリエチレン製パン袋の製造 Manufacturing of polyethylene bread bags 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047625012 ポリエチレン製新聞用スリーブの製造 Manufacturing of polyethylene newspaper sleeves 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047625015 その他のポリエチレン製のシングルウェブフィルム、特殊バッ
グ、ポーチ、ライナーの製造

Manufacturing of other polyethylene single-web film, specialty bags,
pouches, and liners 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047650000 共押出成形シングルウェブフィルム特殊バッグ、パウチ、ライ
ナーの製造

Manufacturing of coextruded single-web film specialty bags, pouches,
and liners 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047650003 食肉用の共押出成形バッグ、ポーチ、ライナーの製造 Manufacturing of coextruded bags, pouches, and liners, used for meat 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047650006 医療用の共押出成形バッグ、ポーチ、ライナーの製造
Manufacturing of coextruded bags, pouches, and liners, for medical
uses 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047650009 食品用の共押出成形バッグ、ポーチ、ライナーの製造（食料品
や肉を除く）

Manufacturing of coextruded bags, pouches, and liners, used for food,
excluding produce and meat 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047650012 農産物用の共押出成形バッグ、ポーチ、ライナーの製造
Manufacturing of coextruded bags, pouches, and liners, used for
produce 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047650015 ペットフード用の共押出成形バッグ、ポーチ、ライナーの製造
Manufacturing of coextruded bags, pouches, and liners, used for pet
food 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047650018 食品以外の用途に使用されるその他全ての共押出成形バッグ、
ポーチ、ライナーの製造

Manufacturing of all other coextruded bags, pouches, and liners, used
for non-food 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047675000 その他のシングルウェブフィルム専用バッグ、ポーチ、ライ
ナーの製造

Manufacturing of other single-web film specialty bags, pouches, and
liners 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047700000 マルチウェブフィルム/フィルムコンビネーション特殊バッグ、
ポーチ、ライナーの製造

Manufacturing of multiweb film/film combination specialty bags,
pouches, and liners 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

      67121010105 箱、木枠、チューブ、ドラム、類似の包装・梱包・輸送用製品
Boxes, crates, tubes, drums, and similar packaging, packing, and
shipping products

2047825000 折りたたみ板紙箱、包装、包装部品の製造
Manufacturing of folding paperboard boxes, packaging, and packaging
components 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047850000 最終用途別に分類された段ボール箱の製造 Manufacturing of setup (rigid) paperboard boxes, classified by end use 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047850003 衣服、靴下、繊維用段ボール箱の製造
Manufacturing of setup (rigid) paperboard boxes for textiles, wearing
apparel, and hosiery 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047850006 百貨店やその他の小売店向け段ボール箱の製造
Manufacturing of setup (rigid) paperboard boxes for department stores
and other retail stores 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047850009 菓子用段ボール箱の製造 Manufacturing of setup (rigid) paperboard boxes for confections 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047850012 石鹸を含む化粧品用段ボール箱の製造
Manufacturing of setup (rigid) paperboard boxes for cosmetics,
including soap 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047850015 その他全ての最終用途段ボール箱の製造（文房具、事務用品、
ハードウェア、家庭用品を含む）

Manufacturing of setup (rigid) paperboard boxes for all other end uses
(including stationery and office supplies, and hardware and household
supplies)

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047875000 牛乳及び牛乳タイプの板紙カートンの製造（ジュース、飲料、
その他の製品を含む）

Manufacturing of milk and milk-type paperboard cartons, including
juice, beverage, and other products 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047900000 成形パルプ製品の製造（卵の箱、花屋の鉢、食品トレイなどを
含む）

Manufacturing of molded pulp goods, including egg cartons, florist
pots, food trays, etc 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2047925000 釘とロックコーナー木箱の製造 Manufacturing of nailed and lock-corner wood boxes 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2047950000 木箱と木枠の製造 Manufacturing of wood box and crate shook 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2047975000
ワイヤーバウンド木箱（木材、ベニヤ、合板製）、木のたるみ
と堅い桶（大樽、樽、小樽、浴槽など）の製造（新品及び再利
用）

Manufacturing of wirebound wood boxes (made from lumber, veneer,
and plywood) and wood slack and tight cooperage (hogsheads, barrels,
kegs, tubs, etc ), new and recoopered used

12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2048000000 食品及び飲料用段ボール箱、小売食品用持ち出し箱の製造
Manufacturing of corrugated shipping containers for food and
beverages and carryout boxes for retail food 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2048025000 紙及びその関連製品用の段ボール箱の製造
Manufacturing of corrugated shipping containers for paper and allied
products 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2048050000 金属、電気機械、装置、供給品、製品、電気器具用の段ボール
箱の製造

Manufacturing of corrugated shipping containers for metal and
electrical machinery, equipment, supplies, products, and appliances 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2048075000 その他全ての最終用途段ボール箱の製造
Manufacturing of other corrugated shipping containers for all other end
uses 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2048100000 プラスチック製輸送箱及びケースの製造 Manufacturing of plastics shipping boxes and cases 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2048125000 プラスチック製個別梱包箱及び消費財用ケースの製造（発泡体
を除く）

Manufacturing of plastics individual packing boxes and cases for
consumer products (excluding foam) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2048150000 あらゆる材料の端部を含む板紙繊維ドラムの製造 Manufacturing of paperboard fiber drums with ends of any material 11 繊維工業

2048175000 繊維缶、全ての繊維と合成物の製造 Manufacturing of fiber cans, all fiber and composite 11 繊維工業

2048200000 ファイバー芯と管の製造 Manufacturing of fiber cores and tubes 11 繊維工業

2048225000 板紙コーン、巻軸、スプール、ボビン、ブロック及び全ての加
硫繊維製品の製造

Manufacturing of paperboard cones, reels, spools, bobbins, blocks, and
all vulcanized fiber products 11 繊維工業

2048250000 ３ガロン以上のプラスチックバケツとドラムの製造 Manufacturing of plastics pails and drums, more than 3 gallons 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
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2048275000 スチールバケツ（容量１～12ガロン）、スチールボックスの製
造

Manufacturing of steel pails (1 to 12 gallon capacity) and fabricated
steel boxes 24 金属製品製造業

2048300000 スチール製の輸送用樽及びドラム缶（ビール用樽を除く）の製
造（12ガロン以上の容量）

Manufacturing of steel shipping barrels and drums (excluding beer
barrels) (more than 12 gallon capacity) 24 金属製品製造業

2048325000 金属製の樽、真空瓶、断熱瓶、穀物貯蔵箱、バット、その他の
樽の製造

Manufacturing of metal barrels, vacuum and insulated bottles, grain
bins and vats, and other barrels 24 金属製品製造業

2048325003
金属製の流動ミルク輸送・配達用コンテナ（木箱を除く）、板
金の穀物貯蔵箱・バット（乾燥床、扇風機、ヒーターを除く）
の製造（スチール・アルミニウム）

Manufacturing of metal fluid milk shipping and delivery containers
(excluding crates) and sheet metal grain bins and vats (excluding drying
floors, fans, and heaters) (steel and aluminum)

24 金属製品製造業

2048325006
真空・断熱ボトル、水差し、保存箱（主に発泡プラスチック製
のものを除く）、その他の金属製のビン・バット（飼料用の収
納箱及、板金用バット（スチールおよびアルミニウム）を含
む）の製造

Manufacturing of vacuum and insulated bottles, jugs, and chests
(excluding those made principally of foam plastics), and other sheet
metal bins and vats, including feed storage bins and sheet metal vats
(steel and aluminum)

24 金属製品製造業

2048325009 その他の金属製の樽・容器（ビール樽、航空貨物用容器、金属
製の樽・バケツの部品を含む）の製造

Manufacturing of all other metal barrels and containers (including beer
barrels, air cargo containers, and parts for metal barrels and pails) 24 金属製品製造業

      67121010106 パレット Pallets

2048350000 木製パレット及びパレットコンテナ（木材と金属の組み合わ
せ）の製造

Manufacturing of wood pallets and pallet containers, wood and metal
combination 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2048375000 プラスチックパレットの製造 Manufacturing of plastics pallets 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2048400000 金属製パレット及びスキッドの製造（木材と金属の組み合わせ
を除く）

Manufacturing of metal pallets and skids (excluding wood and metal
combinations) 24 金属製品製造業

      67121010107 ボトル、瓶、缶、ふた Bottles, jars, cans, and closures

2048425000 プラスチックボトルの製造 Manufacturing of plastics bottles 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2048450000 ガラス容器の製造（包装の値を含む） Manufacturing of glass containers (including value of packaging) 21
窯業・土石製品製
造業

2048475000 プラスチック包装の製造（フィルム、シート、発泡体、箱、パ
レット、ボトルを除く）

Manufacturing of plastics packaging (excluding film and sheet, foam,
boxes, pallets, and bottles) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2048475003 プラスチック製浴槽の製造（食品用） Manufacturing of plastics tubs (for food products) 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2048475006 プラスチック製瓶の製造（トイレ用品、化粧品、食品用）
Manufacturing of plastics jars (for toilet goods, cosmetics, and food
products) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2048500000 プラスチック製閉鎖製品の製造 Manufacturing of plastics closure products 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2048500003 プラスチック製閉鎖（無圧力、子供向け、処方薬用）の製造
Manufacturing of plastics closures, nonpressure, child-resistant, for
prescription products 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2048500006 プラスチック製閉鎖、無圧力、耐チャイルドシートの製造
（ディスペンシングおよびノンディスペンシングを含む）

Manufacturing of plastics closures, nonpressure and nonchild-resistant,
including dispensing and nondispensing 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2048500009 ガラス製、金属製、またはプラスチック製圧力容器用のプラス
チック製ふたの製造

Manufacturing of plastics closures for glass, metal, or plastics pressure
containers 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2048500012 その他の全てのプラスチック製無圧力ふたの製造（非処方箋を
含む）

Manufacturing of all other plastics closures, nonpressure, including
nonprescription 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2048525000 その他のプラスチック包装の製造 Manufacturing of other plastics packaging 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2048550000 スチール缶及び錫製品の最終製品の製造（アイスクリーム缶、
蓋、端部、部品を含む）

Manufacturing of steel cans and tinware end products (including ice
cream cans, lids, ends, and parts) 24 金属製品製造業

2048575000 アルミ缶の製造（蓋、端部、部品を含む） Manufacturing of aluminum cans (including lids, ends, and parts) 24 金属製品製造業

2048600000 金属製の商業用ふた及び金属製の家庭用缶詰クロージャーの製
造

Manufacturing of metal commercial closures and metal home-canning
closures 24 金属製品製造業

2048600003 家庭用缶詰栓を含む金属及び金属複合栓の製造
Manufacturing of metal and metal-composite closures, including home-
canning closures 24 金属製品製造業

2048600006 金属製クラウン（ソフトドリンク及びビールを含む）とロール
オンを含むその他すべての金属製ふたの製造

Manufacturing of all other metal closures, including metal crowns
(including soft drinks and beer) and roll-ons 24 金属製品製造業

2048625000 錫、錫被覆、錫 - 鉛合金、鉛を含む加工金属製の折りたたみ式
チューブ、アルミニウム、その他の金属の製造

Manufacturing of fabricated metal collapsible tubes, aluminum and all
other metals, including tin, tin-coated, tin-lead alloy, and lead 24 金属製品製造業

2048650000 ワイヤー・ケーブル用の木製リールの製造（木粉を除く） Manufacturing of wood reels for wire and cable, excluding wood flour 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2048675000 金属製スプール及びリールの製造 Manufacturing of metal spools and reels 24 金属製品製造業

      67121010109 ロープ・縄類・麻糸製品 Rope, cordage and twine products

2048850000 ロープ、人工軟質繊維（直径16分の3インチ以上のもの）の製造
Manufacturing of rope, manmade soft fiber, three-sixteenths of an inch
in diameter and larger 11 繊維工業

2048875000 撚糸、人工の柔らかい繊維（直径16分の3インチ以下の工業用お
よび農業用）の製造

Manufacturing of twine, manmade soft fiber, less than three-sixteenths
of an inch in diameter, industrial and agriculture 11 繊維工業

2048900000 撚糸および撚糸（人工繊維、その他すべての種類のもの）の製
造

Manufacturing of cordage and twine, manmade soft fiber, all other
types 11 繊維工業

2048925000 綿、人造繊維を除く、索、撚糸、柔らかい繊維（麻、ジュー
ト、紙を含む）の製造

Manufacturing of cordage and twine, soft fiber (including hemp, jute,
and paper), excluding cotton and manmade fiber 11 繊維工業

2048950000 索具および撚糸、綿の製造 Manufacturing of cordage and twine, cotton 11 繊維工業

2048950003 その他全ての種類（魚網を含む）の索具、撚糸、綿の製造
Manufacturing of cordage and twine, cotton, all other types (including
fish nets) 11 繊維工業

2048950006 綿編みコード、あらゆるサイズ、包装材、引き網、その他の撚
糸、綿の製造

Manufacturing of cotton braided cordage, any size, wrapping, seine,
and other twine, cotton 11 繊維工業

2048975000 索具、撚糸、硬質繊維の製造 Manufacturing of cordage and twine, hard fiber 11 繊維工業

2049000000 釣り糸、魚網、合成繊維（商業用及び娯楽用）の製造
Manufacturing of fishing line and fish netting, manmade soft fiber,
commercial and recreational 11 繊維工業

2049000003 釣り糸、魚網、合成繊維（商業用）の製造
Manufacturing of fishing line and fish netting, manmade soft fiber,
commercial 11 繊維工業
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生産用材料・消耗品及び関連製品（食料品製造及び
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米センサスコード一覧

日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2049000006 釣り糸、魚網、合成繊維（娯楽用）の製造
Manufacturing of fishing line and fish netting, manmade soft fiber,
recreational 11 繊維工業

      67121010110 各種包装・梱包用製品 Miscellaneous packaging and packing products

2049025000 段ボール、厚紙の製造（裏地付き及び裏地なし）
Manufacturing of corrugated paperboard in sheets and rolls, lined and
unlined 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049050000 その他の段ボール及び固体繊維製品の製造（コンテナー、パ
レット、パッド、仕切り、店頭ディスプレイなどを含む）

Manufacturing of other corrugated and solid fiber products, including
containers, pallets, pads, partitions, point-of-purchase displays, etc 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049075000
セルロース絶縁体、包装製品、フィルター、クレープ紙（上質
クレープ紙を除く）などを含む、その他全ての紙及び板紙製品
の製造

Manufacturing of all other paper and paperboard products, including
cellulose insulation, wrapping products, filters, crepe paper (excluding
fine crepe paper), etc

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049100000 プラスチック栽培植木鉢及び付属品の製造（フォームおよびワ
イヤーコーティングを除く）

Manufacturing of plastics grower flowerpots and accessories (excluding
foam and wire coated) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2049125000 シール及び固定に使用される紙製および補強版の粘着性ゴム
テープの製造（他の粘着性ゴム紙製品を含む）

Manufacturing of gummed sealing tape, paper base and reinforced base,
used for sealing and securing including other gummed paper products 19 ゴム製品製造業

2049150000 全ての感圧製品（片面及び両面）の製造（ラベル用の感圧基
油、その他の非ラベル製品を含む）

Manufacturing of all pressure-sensitive products (single- and double-
faced), including pressure-sensitive base stock for labels, and other non-
label products

26
生産用機械器具製
造業

2049175000 ゴムで裏打ちされた感圧テープの製造（摩擦を含む）
Manufacturing of pressure-sensitive tape, rubber-backed (including
friction) 19 ゴム製品製造業

2049185000
マウント解除またはコーティングされた、装飾のないまたは印
刷された加工箔の製造（包装されていない用途のための組成物
を含む）

Manufacturing of converted foil, unmounted or coated, plain or printed,
including composition for nonpackaging applications 24 金属製品製造業

    671210102 事務用品及び学用品と関連製品 Office and school supplies and related products

      67121010201 紙製の事務・学校用品 Paper office and school supplies

2049200000
ファイルフォルダーの製造（吊り下げ式、拡張式、札入れ、
ジャケット、ポケット、その他全てのダイカット紙及び板紙の
事務用品を含む）

Manufacturing of file folders, including hanging, expandable, wallets,
jackets, pockets, and all other die-cut paper and paperboard office
supplies

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049225000 事務用紙、その他印刷されていない事務用紙の製造
Manufacturing of paper supplies for business machines and other
miscellaneous unprinted paper office supplies 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049250000 商業用封筒の製造（全ての種類及び材料） Manufacturing of envelopes, commercial, all types and materials 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049275000 文房具の製造 Manufacturing of stationery 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049275003 箱詰め文房具及び書類入れの製造 Manufacturing of boxed stationery and portfolios 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049275006 その他全ての文房具製品の製造（包装紙及び封筒、非営利を含
む）

Manufacturing of all other stationery products, including packaged
paper and envelopes, noncommercial 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049300000 タブレットとパッドの製造（8と1/2インチ×11インチ、8と1/2
インチ×14インチ、円柱状を除く）

Manufacturing of tablets and pads, 8 1/2 in  x 11 in  and 8 1/2 in  x 14
in , excluding columnar 26

生産用機械器具製
造業

2049325000 その他全てのタブレットとパッドの製造（円柱状を含む） Manufacturing of all other tablets and pads, including columnar 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049350000
ワイヤー（円柱を除く）、ステープル、糸、プラスチックで綴
じられたノートの製造（作文、メモ、速記を含むがケースメイ
ドを除く）

Manufacturing of notebooks, bound with wire (excluding columnar),
staples, thread, or plastics (including composition, memo, and
stenographic but excluding case-made)

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049375000 学校及び商業用のルーズリーフ紙フィラーの製造 Manufacturing of looseleaf paper fillers, school and commercial types 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049400000 包装された連紙の製造（ルーズリーフ紙、写真用及びコピー用
の紙、ファックス用紙を除く）

Manufacturing of wrapped ream paper (exclude looseleaf fillers,
photographic and photocopy paper, and paper for fax machines) 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049425000 その他の各種タブレット、パッド、関連製品の製造
Manufacturing of all other miscellaneous tablets, pads, and related
products 26

生産用機械器具製
造業

2049450000
ラベル/帳票の組み合わせ、カードセットの表作成、その他の種
類を含むばらまたは束ねられたユニットセットビジネスフォー
ムの製造

Manufacturing of unit set business forms, loose or bound, including
label/form combination, tabulating card sets, and other types 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049475000 多数の売上台帳を含む多数の台帳及びペグボード会計システム
の製造

Manufacturing of manifold books and pegboard accounting systems,
including manifold sales books 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049500000
ラベル/帳票の組み合わせ、ジャンボロールフィード、セルフ
メーラー、その他の種類を含む継続的カスタムビジネスフォー
ムの製造

Manufacturing of custom continuous business forms, including
label/form combination, jumbo roll-feed, self-mailer, and other types 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049525000 ジャンボロールフィードやその他のタイプを含む継続的在庫ビ
ジネスフォームの製造

Manufacturing of stock continuous business forms, including jumbo
roll-feed and other types 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049550000 小切手帳の製造（挿入物及び補充物を含むが、連続形式及び打
ち抜き物を除く）

Manufacturing of checkbooks (including inserts and refills, but
excluding those in continuous form and die-cut) 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049575000
小切手帳とルーズリーフ形式を除く、アルバム、タイムプラン
ナーオーガナイザー、元帳と台帳、アドレス帳などのリフィル
を含む空白ブックの製造

Manufacturing of blankbooks, excluding checkbooks and looseleaf
types, including albums, time planners-organizers, ledger and account
books, address books, etc , and refills

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049600000
ルーズリーフバインダー（ルーズリーフ紙を除く）での使用に
適したポストバインダー、コンポーネント及び製品を含むルー
ズリーフバインダー、デバイス、インサート、フォームの製造

Manufacturing of looseleaf binders, devices, inserts, and forms,
including post binders, components and products specifically for use in
looseleaf binders (excluding looseleaf filler paper), and metals

14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2049510000 カーボン紙、ステンシル紙の製造 Manufacturing of carbon paper and stencil paper 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

      67121010202 事務・学校用品（紙を除く） Office and school supplies, except paper

2049625000 ペン、シャープペンシル、マーカー及び関連部品の製造
Manufacturing of pens, mechanical pencils, markers, and associated
parts 32 その他の製造業

2049650000 非機械式（木製ケース入り）鉛筆、グラファイト、カラース
ティックの製造

Manufacturing of nonmechanical (wood-cased) pencils and graphite
and colored sticks 32 その他の製造業

2049675000 仕立て屋のチョーク（アーティストを除く）を含むチョーク及
びクレヨンの製造

Manufacturing of chalk and crayons, including tailors' chalk (excluding
artists') 32 その他の製造業

2049700000 黒板とホワイトボードの製造 Manufacturing of blackboards and whiteboards 13
家具・装備品製造
業
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2049725000
筆を除く芸術家の備品（エアブラシ、子供用の学校用備品、製
図用テーブル、ボード、パレット、スケッチボックス、パンタ
グラフ、パイログラフィ商品を含む）の製造

Manufacturing of artists' equipment (including airbrushes, children's
school art equipment, drawing tables and boards, palettes, sketch
boxes, pantographs, and pyrography goods), excluding brushes

32 その他の製造業

2049750000
絵やインドのインキを除く、他の画材（芸術家のチョークやク
レヨン、粘土などの造形材料、テンペラ色、指紋、ブロック印
刷インキ、水彩画など）の製造

Manufacturing of other art materials (including artists' chalk and
crayons, modeling clay and other modeling material, tempera colors,
fingerpaint, block printing ink, and watercolors), excluding drawing and
India ink

32 その他の製造業

2049775000 インクリボン、コンピューター（電子データ処理）の製造 Manufacturing of inked ribbons, computer (electronic data processing) 16 化学工業

2049800000 他のインクリボンの製造 Manufacturing of other inked ribbons 16 化学工業

2049850000 写真調合薬、事務用コピートナーの製造 Manufacturing of prepared photographic chemicals, office copy toners 16 化学工業

2049875000 描画用インクを除く、消えないインクやマーキング液を含む筆
記用及びスタンプパッド用インクの製造

Manufacturing of writing and stamp pad inks, including indelible ink
and marking fluid, excluding drawing inks 16 化学工業

2049900000
事務用品及び小規模オフィス機器の製造（テープディスペン
サー、ペーパーカッター、トリマー、鉛筆削り機、ホッチキ
ス、ステープルリムーバーを含む）

Manufacturing of office supplies and small office equipment (including
tape dispensers, paper cutters and trimmers, pencil sharpeners, staplers,
and staple removers)

32 その他の製造業

2049925000 ダイ、ハンドスタンプ、エンボスシール、文字、数字、スタン
プパッド、ステンシルなどを含むマーキング装置の製造

Manufacturing of marking devices, including dies, hand stamps,
embossing seals, letters, numerals, stamp pads, stencils, etc 32 その他の製造業

2049950000
その他のゴム製品の製造（裸のゴム糸、およびバンド、フィン
ガーコット、消しゴムなどのゴム製の文房具雑貨を含む）（ゴ
ム製の救命具を除く）

Manufacturing of other rubber goods (including bare rubber thread, and
rubber stationers' sundries such as bands, finger cots, and erasers)
(excluding rubber life preservers)

19 ゴム製品製造業

    671210103 その他のその他の材料及び消耗品 Other miscellaneous materials and supplies

      67121010303 個人用安全装置、安全服（産業用・非産業用） Personal safety equipment and clothing, industrial and nonindustrial

2050375000 個人用安全装置及び衣類の製造（工業用及び非工業用）
Manufacturing of personal safety equipment and clothing, industrial and
nonindustrial 32 その他の製造業

2050375003 個人用安全装置、呼吸用保護具（研磨剤、キャニスター、ガス
マスクを含む）の製造

Manufacturing of personal safety equipment, respiratory protection
(including abrasive, canister, and gas masks) 32 その他の製造業

2050375006 個人用安全装置、産業用ヘルメット及びヘルメットの製造
Manufacturing of personal safety equipment, industrial helmets and
hardhats 32 その他の製造業

2050375009
個人用安全装置、目の保護具、工業用ゴーグルを除く、目およ
び顔の保護具（顔面シールド、マスク、および溶接用ヘルメッ
トを含む）の製造

Manufacturing of personal safety equipment, eye and face protection
(including face shields, masks, and welding helmets), excluding eye
protectors and industrial goggles

32 その他の製造業

2050375012 個人用安全装置、工業用ゴム手袋の製造 Manufacturing of personal safety equipment, industrial rubber gloves 32 その他の製造業

2050375015 個人用安全装置、防護服（履物及び手袋を除く）の製造（ゴム
及びゴム引きを含む）

Manufacturing of personal safety equipment, protective clothing
(excluding footwear and gloves), including rubber and rubberized 32 その他の製造業

2050400000 工業用アイプロテクター、ゴーグル、マウント、溶接サーク
ル、プレートの製造

Manufacturing of industrial eye protectors, goggles, mountings, and
welding circles and plates 32 その他の製造業

      67121010304 接着剤 Adhesives

2050425000 天然ベースののり及び接着剤の製造 Manufacturing of natural base glues and adhesives 32 その他の製造業

2050425003 皮（乾燥形）動物用接着剤の製造 Manufacturing of hide (dry forms) animal glues 16 化学工業

2050425006 柔軟、非反り、液体の動物用接着剤の製造（接着剤ストックで
はない）

Manufacturing of flexible, nonwarp, and liquid animal glues (not glue
stock) 16 化学工業

2050425009 カゼイン、血液、魚、大豆、卵白などを含むタンパク質接着剤
の製造

Manufacturing of protein adhesives, including casein, blood, fish,
soybean, albumen, etc 16 化学工業

2050425012 デキストリン植物性接着剤の製造 Manufacturing of dextrine vegetable adhesives 16 化学工業

2050425015 澱粉野菜接着剤の製造 Manufacturing of starch vegetable adhesives 32 その他の製造業

2050425018 天然ゴム、シェラック、ケイ酸塩、ラッカー、油性ワニスから
作られたその他の天然ベースののりや接着剤の製造

Manufacturing of other natural base glues and adhesives made from
natural gums, shellac, silicates, lacquers, and oleoresinous varnishes 16 化学工業

2050450000 エポキシ接着剤の製造 Manufacturing of epoxy adhesives 16 化学工業

2050475000 ゴムと合成樹脂の組み合わせの製造 Manufacturing of rubber and synthetic resin combinations 16 化学工業

2050500000 ポリアミド、ポリオレフィン、その他のホットメルトを含む
ホットメルト接着剤の製造

Manufacturing of hot melt adhesives, including polyamide, polyolefin,
and other hot melts 16 化学工業

2050525000 感圧構造接着フィルム及び非構造接着フィルムを含むあらゆる
タイプの接着フィルムの製造

Manufacturing of adhesive films, all types, including pressure-sensitive
structural and nonstructural adhesive films 16 化学工業

2050550000 ビニル系接着剤の製造 Manufacturing of vinyl-type adhesives 16 化学工業

2050550003 ポリ酢酸ビニル接着剤の製造 Manufacturing of polyvinyl acetate adhesives 16 化学工業

2050550006 ポリ塩化ビニル及びコポリマー接着剤の製造 Manufacturing of polyvinyl chloride and copolymer adhesives 16 化学工業

2050550009 その他のビニルポリマー系接着剤の製造 Manufacturing of other vinyl-polymer-type adhesives 16 化学工業

2050575000 その他の合成樹脂、ゴム系接着剤の製造 Manufacturing of other synthetic resin and rubber adhesives 16 化学工業

2050575003 レゾルシノールを含むフェノール樹脂及びフェノール誘導体接
着剤の製造

Manufacturing of phenolics and phenolic derivative adhesives, including
resorcinol 16 化学工業

2050575006 尿素及び変性尿素接着剤の製造 Manufacturing of urea and modified urea adhesives 16 化学工業

2050575009 アクリル系接着剤の製造 Manufacturing of acrylic adhesives 16 化学工業

2050575012 シアノアクリレート接着剤の製造 Manufacturing of cyanoacrylate adhesives 16 化学工業
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NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2050575015 ポリエステル接着剤の製造 Manufacturing of polyester adhesives 16 化学工業

2050575018 ウレタン接着剤の製造 Manufacturing of urethane adhesives 16 化学工業

2050575021 スチレン系接着剤の製造 Manufacturing of styrenic adhesives 16 化学工業

2050575024 ラテックスゴムセメントの製造 Manufacturing of latex-type rubber cement 16 化学工業

2050575027 溶剤型ゴムセメントの製造 Manufacturing of solvent-type rubber cement 16 化学工業

2050575031 セルロース、ニトロセルロース、ポリアミド、嫌気性などを含
むその他の合成樹脂及びゴム接着剤の製造

Manufacturing of other synthetic resin and rubber adhesives, including
cellulose, nitrocellulose, polyamide, anaerobic, etc 16 化学工業

      67121010305 他に分類されない化学薬剤 Chemical preparations, nec

2050600000 食卓塩を除く蒸発塩（バルク、プレスブロック、包装）の製造
Manufacturing of evaporated salt (bulk, pressed blocks, and packaged),
excluding table salt 16 化学工業

2050625000 水処理コンパウンドの製造 Manufacturing of water treating compounds 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2050625003 クーリングタワーコンパウンドの製造 Manufacturing of cooling tower compounds 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2050625006 スイミングプールと冷却塔を除く水処理化合物の製造
Manufacturing of water treating compounds, excluding swimming pool
and cooling tower 16 化学工業

2050635000 サイズ（紙）の製造 Manufacturing of sizes (paper) 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2050650000 その他の化学薬剤の製造 Manufacturing of chemical preparations, other 16 化学工業

      67121010311 他に分類されないその他の全ての各種材料・消耗品 All other miscellaneous materials and supplies, nec

2051150000 発泡ビニールコートを含むビニールコート布の製造 Manufacturing of vinyl coated fabrics, including expanded vinyl coated 11 繊維工業

2051175000 インフレータブル及びその他全てのタイプを含むゴム被覆布の
製造（衣服及び履物を除く）

Manufacturing of rubber coated fabrics, including inflatable and all
other types, excluding garment and footwear 11 繊維工業

2051200000 含浸布を含む、コーティングまたはラミネート布およびコー
ティング糸の製造

Manufacturing of coated or laminated fabrics and coated yarns,
including impregnated fabrics 11 繊維工業

2051225000 帽子を除くプレスフェルトの製造 Manufacturing of pressed felts, excluding hats 11 繊維工業

2051250000
ステッチボンド（屋外使用に適したカーペット及びラグを除く
（屋内 - 屋外））、帽子を除くウール及び人造繊維を含むパン
チまたはニードルフェルトの製造

Manufacturing of punched or needled felts, including stitch bonded
(excluding carpet and rugs suitable for outdoor use (indoor-outdoor)),
wool and manmade fibers, excluding hats

11 繊維工業

2051275000 製作された旗、バナー、同様のエンブレムの製造（バナー印刷
を除く）

Manufacturing of fabricated flags, banners, and similar emblems,
excluding banner printing 11 繊維工業

2051300000 パラシュートやショップタオルの製造 Manufacturing of parachutes and shop towels 31
輸送用機械器具製
造業

2051300003 パラシュートの製造 Manufacturing of parachutes 31
輸送用機械器具製
造業

2051300006 工業用タオルの製造 Manufacturing of industrial shop towels 11 繊維工業

2051325000 不織布から製造されたワイパー（フロントガラス、工業用、リ
ソグラフィックを含む）の製造

Manufacturing of wipers (including windshield, industrial, and
lithographic), made from nonwoven fabrics 31

輸送用機械器具製
造業

2051350000
その他全ての機械製のプレス及び吹きガラス製品（照明、電子
機器、科学機器、実験室機器、工業用機器、技術用機器を含
む）の製造

Manufacturing of all other machine-made pressed and blown glassware
(including lighting, electronic, scientific, laboratory, industrial, and
technical)

21
窯業・土石製品製
造業

2051350003 全ての種類のチューブ、ロッド、ケーンの製造（電気及び電子
機器を除く）

Manufacturing of tubing, rods and canes, all types (excluding electrical
and electronic) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2051350006 再利用可能な科学及び実験用ガラス器具の製造 Manufacturing of scientific and laboratory glassware, reusable 21
窯業・土石製品製
造業

2051350009 科学および実験用ガラス器具の製造（使い捨て） Manufacturing of scientific and laboratory glassware, disposable 21
窯業・土石製品製
造業

2051350012 工業用及び工業用ガラス製品の製造 Manufacturing of technical and industrial glassware 21
窯業・土石製品製
造業

2051350015 眼科用レンズブランク及び光学機器用レンズブランクの製造
Manufacturing of opthalmic lens blanks and optical instruments lens
blanks 21

窯業・土石製品製
造業

2051350018 その他のガラス製品（ボール、レドーム、ノーズコーン、保育
園の瓶、バイアルなどを含む）の製造

Manufacturing of other glassware (including balls, radomes, nose
cones, nursery bottles, vials, etc ) 21

窯業・土石製品製
造業

2051375000 非金属被覆研磨製品及びバフホイール、研磨ホイール、ラップ
の製造

Manufacturing of nonmetallic coated abrasive products and buffing
wheels, polishing wheels, and laps 29

電気機械器具製造
業

2051400000 電球及び管の製造（密封ビーム電球を含む）
Manufacturing of electric lamp bulbs and tubes (including sealed beam
lamp bulbs) 29

電気機械器具製造
業

2051425000 電球ブランクを除く、電球（電球および管）部品（ベース、サ
ポート、引込み線、フィラメントなどを含む）の製造

Manufacturing of electric lamp (bulbs and tubes) components (including
bases, supports, lead-ins, filaments, etc ), excluding lamp bulb blanks 29

電気機械器具製造
業

2051450000 産業用サージサプレッサを除く、110〜120ボルト回路で動作す
る機器用に設計されたサージサプレッサの製造

Manufacturing of surge suppressors, designed for equipment operating
on 110-120 volt circuits, excluding industrial-use surge suppressors 29

電気機械器具製造
業

2051475000
他に分類されないその他全ての一般産業及び雑多な材料、供給
のためのカスタムロール成形製品（炭素、ステンレス鋼、合金
鋼）、アルミニウム、他の金属の製造

Manufacturing of custom roll formed products (carbon, stainless, and
alloy steel), aluminum and other metal, for all other general industry
and miscellaneous materials and supplies, not elsewhere classified

24 金属製品製造業

2051500000 その他全てのキャンバス及び関連製品の製造 Manufacturing of all other canvas and related products 11 繊維工業

2051715000 材料の組み合わせから作られた製品を含む、その他全ての雑多
な製造製品の製造

Manufacturing of all other miscellaneous fabricated products, including
products made from a combination of materials 32 その他の製造業
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大分類71 各種サービス用材料・消耗品
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

大分類71 各種サービス用材料・消耗品
Materials and supplies for services, except lawn
and landscaping services

中分類711 保守・修理サービス用材料・消耗品及び関連製品
Materials and supplies for maintenance and repair services,
and related products

小分類71101 保守・修理サービス用材料・消耗品 Materials and supplies for maintenance and repair services

  7110101 保守・修理サービス用材料・消耗品 Materials and supplies for maintenance and repair services

    711010101 コンピュータ及び事務用機器用材料・消耗品 Materials and supplies for computers and office machinery

    711010102 産業機械・輸送機器の保守及び修理用材料及び消耗品
Materials and supplies for maintenance and repair of industrial
machinery and transportation equipment

    711010103 農業、建設、鉱業（石油とガス田を含む）のメンテナンスや修
理用材料・消耗品及び関連機械設備

Materials and supplies for maintenance and repair of agricultural,
construction, mining (including oil and gas field), and related machinery
and equipment

    711010104 産業機械及び装置の保守及び修理用材料・消耗品
Materials and supplies for maintenance and repair of industrial
machinery and equipment

    711010105 商業・サービス産業機械設備のメンテナンスや修理用材料・消
耗品（調理・食品温めを除く）

Materials and supplies for maintenance and repair of commercial and
service industry machinery and equipment, except cooking and food-
warming

    711010106 各種身の回り品・家庭用品のメンテナンスや修理の材料・消耗
品

Materials and supplies for maintenance and repair of miscellaneous
personal and household goods

      71101010601 各種身の回り品・家庭用品のメンテナンスや修理の材料・消耗
品

Materials and supplies for maintenance and repair of miscellaneous
personal and household goods

2045225000 タップ、はんだスラブ、クォーターライニングを含むプラス
チック製の靴製品の製造

Manufacturing of plastics shoe products, including taps, soling slabs,
and quarterlinings 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2045250000 靴製品、ゴム、エラストマー樹脂の製造 Manufacturing of shoe products, rubber, elastomer resin 19 ゴム製品製造業

2045275000 小火器用の部品・アタッチメントの製造 Manufacturing of parts and attachments for small firearms 27
業務用機械器具製
造業

2045300000 民生用芝生、庭、雪用機器のための部品・アタッチメントの製
造

Manufacturing of parts and attachments for consumer lawn, garden,
and snow equipment 27

業務用機械器具製
造業

2045300003 消費者用非乾燥芝生、庭、・雪用機器のための部品の製造
Manufacturing of parts for consumer nonriding lawn, garden, and snow
equipment 27

業務用機械器具製
造業

2045300006 消費者用非乾燥芝生、庭、雪用具のアタッチメントの製造
Manufacturing of attachments for consumer nonriding lawn, garden,
and snow equipment 28

電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

2045300009 民生用芝生、庭、雪用機器（トラクター、乗用芝刈り機、その
他の機器を含む）用部品の製造

Manufacturing of parts for consumer riding lawn, garden, and snow
equipment (including tractors, riding mowers, and other equipment) 29

電気機械器具製造
業

2045300012
消費者用の芝生、庭、雪用具（トラクター、乗用芝刈り機、そ
の他の用具を含む）用のアタッチメント（すべてのタイプ）の
製造

Manufacturing of attachments (all types) for consumer riding lawn,
garden, and snow equipment (including tractors, riding mowers, and
other equipment)

29
電気機械器具製造
業

2045325000 非電気照明器具の部品・付属品の製造（反射板・付属品、白熱
マントルなどを含む）

Manufacturing of parts and accessories for nonelectric lighting
equipment (including reflectors and fittings, incandescent mantles, etc ) 29

電気機械器具製造
業

2045350000 蛍光灯安定器の製造 Manufacturing of fluorescent lamp ballasts 29
電気機械器具製造
業

2045375000 その他の電気照明器具の部品・びアクセサリーの製造
Manufacturing of parts and accessories other electric lighting
equipment 29

電気機械器具製造
業

2045400000 ファンを含む小型家電製品の部品・アクセサリーの製造
Manufacturing of parts and attachments for small household electric
appliances, including fans 29

電気機械器具製造
業

2045425000 家庭用掃除機、フロアワックス機、フロアポリッシング機の部
品製造

Manufacturing of parts for household vacuum cleaners, floor waxing
machines and floor polishing machines 29

電気機械器具製造
業

2045450000 ハードウェアを除く、家庭用冷蔵庫・冷凍庫用の部品・付属品
の製造

Manufacturing of parts and attachments for household refrigerators and
freezers, excluding hardware 29

電気機械器具製造
業

2045475000 家庭用ランドリー機器の部品、アクセサリー・アタッチメント
の製造

Manufacturing of parts, accessories, and attachments for household
laundry equipment 29

電気機械器具製造
業

2045500000 2300ボルト未満のヒューズ・ヒューズ機器の製造（配電カット
アウトを除く）

Manufacturing of fuses and fuse equipment less than 2300 volts
(excluding power distribution cut-outs) 29

電気機械器具製造
業

2045525000 除湿機用ルームエアコン用部品の製造 Manufacturing of parts for dehumidifiers and room air conditioners 29
電気機械器具製造
業

2045530000 屋外・その他の携帯用調理機器のための部品・アクセサリーの
製造

Manufacturing of parts and accessories for outdoor and other portable
cooking equipment 29

電気機械器具製造
業

2045535000 プール用化学薬品・供給品の製造 Manufacturing of swimming pool chemical preparations and supplies 16 化学工業

2045535003 プール用化学薬品の製造 Manufacturing of swimming pool chemical preparations 16 化学工業

2045535006 プラスチック製プールライナー・カバーの製造（フォーム・強
化プラスチックを除く）

Manufacturing of plastics swimming pool liners and covers (excluding
foam and reinforced plastics) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2045540000
家庭用電気レンジ・オーブン用部品・アクセサリー（バー
ナー、ロティサリー、オーブンラック、ブロイラー鍋などを含
む）の製造

Manufacturing of parts and accessories for household electric ranges
and ovens (including burners, rotisseries, oven racks, broiler pans, etc ) 29

電気機械器具製造
業

2045545000
ガス家庭用レンジ・オーブン用部品・アクセサリー（バー
ナー、ロティサリー、オーブンラック、ブロイラー鍋などを含
む）の製造

Manufacturing of parts and accessories for gas household ranges and
ovens (including burners, rotisseries, oven racks, broiler pans, etc ) 24 金属製品製造業

2045547000 食器洗い機・その他雑多な主な家庭用電化製品（生ごみ処理
機・ゴミ圧縮機などを含む）用の部品・アクセサリーの製造

Manufacturing of parts and accessories for dishwashers and other
miscellaneous major household appliances (including food waste
disposers and trash compactors, etc )

29
電気機械器具製造
業

2045547003 冷蔵庫・ストーブ機器の製造 Manufacturing of refrigerator and stove hardware 29
電気機械器具製造
業

2045547006 電気温水器用部品の製造 Manufacturing of parts for electric water heaters 29
電気機械器具製造
業

2045547009 非電気温水器用部品の製造 Manufacturing of parts for nonelectric water heaters 24 金属製品製造業

2045547012 家庭用食器洗浄機用部品の製造 Manufacturing of parts for household dishwashing machines 29
電気機械器具製造
業

2045547015 冷間加工、温間加工、または熱間加工によって製造された家電
製品（ラジオやテレビを含むファスナーを除く）用部品の製造

Manufacturing of parts for household appliances (excluding fasteners;
including radio and television) made by cold-, warm-, or hot-heading
processes

29
電気機械器具製造
業

2045547018 主要な家電製品のその他のすべての部品の製造 Manufacturing of all other parts for major household appliances 29
電気機械器具製造
業
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大分類71 各種サービス用材料・消耗品
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2045550000 ピアノ（非電子式）・オルガン、部品を除くベンチの製造
Manufacturing of pianos (nonelectronic) and organs, parts, excluding
benches 32 その他の製造業

2045560000
楽器、その他、部品・アクセサリー（マウスピース、譜面台、
弦（非電子ピアノ用の弦を除く）を含む）の製造（ベンチ・楽
器ケースを除く）

Manufacturing of musical instruments, other, parts and accessories
(including mouthpieces, music stands, and strings (excluding strings for
nonelectronic pianos)), excluding benches and instrument cases

32 その他の製造業

2045565000 家庭用ミシン用部品の製造 Manufacturing of parts for household sewing machines 29
電気機械器具製造
業

中分類712 サービス、その他及び関連製品の材料・消耗品
Materials and supplies for services, nec., and related
products

小分類71201 サービス用の材料・消耗品、その他 Materials and supplies for services, nec.

  7120101 サービス用の材料・消耗品、その他 Materials and supplies for services, nec

    712010101 医療、歯科及び獣医サービス用材料・消耗品 Materials and supplies for medical, dental, and veterinary services

      71201010101 生物学的製剤 Biological products

      71201010102 外科医療機器及び消耗品 Surgical and medical appliances and supplies

2045750000 外科用・医療用シリンジ・皮下注射針の製造 Manufacturing of surgical and medical syringes and hypodermic needles 24 金属製品製造業

2045800000 外科用・医療用の内部固定器具（骨釘、プレート、ネジなど）
の製造

Manufacturing of surgical and medical internal fixation devices (bone
nails, plates, and screws, etc ) 24 金属製品製造業

2045850000 眼内レンズの製造 Manufacturing of intraocular lenses 27
業務用機械器具製
造業

2045875000 整形外科用・補綴用器具を除く外科用器具・消耗品の製造
Manufacturing of surgical appliances and supplies, excluding
orthopedic and prosthetic appliances 27

業務用機械器具製
造業

2045875006 手術用手袋、家庭用手袋を含むゴムの製造 Manufacturing of surgical gloves, rubber, including household gloves 19 ゴム製品製造業

2045875015 絆創膏の製造（自己接着を含む）
Manufacturing of adhesive plaster, medicated and non-medicated,
including self-adhering 11 繊維工業

2045875018 ガーゼ、吸収剤、包装の製造 Manufacturing of gauze, absorbent and packing 11 繊維工業

2045875021 綿球を含む、無菌・無菌の綿の製造 Manufacturing of cotton, sterile and non-sterile, including cotton balls 11 繊維工業

2045875024 外科用包帯、その他の種類の製造（湿布、パッド、スポンジを
含む）

Manufacturing of surgical dressings, other types (including compresses,
pads, and sponges) 11 繊維工業

2045900000 その他のラテックスフォーム製品（衣類、断熱材・詰め物、病
院用詰め物、マットを含む）の製造

Manufacturing of other latex foam products (including clothing,
insulation and padding, hospital padding, and topper pads) 11 繊維工業

2045925000 プラスチック製病院用品（ピッチャー、洗面台、トレイ、寝台
など）の製造（フォーム・ワイヤーコーティングを除く）

Manufacturing of plastics hospitalware (pitchers, wash basins, trays,
bedpans, etc ) (excluding foam and wire coated) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

    712010102 清掃・ランドリー・ドライクリーニング・仕立てサービス用材
料・消耗品

Materials and supplies for janitorial, laundry, drycleaning, and tailoring
services

      71201010201 清掃・ランドリー・ドライクリーニング・仕立てサービス用材
料・消耗品

Materials and supplies for janitorial, laundry, drycleaning, and tailoring
services

2046050000 商業用、工業用、・業務用の乾式、液体、・エアロゾル硬質表
面クリーナーの製造

Manufacturing of commercial, industrial, and institutional dry, liquid,
and aerosol hard surface cleaners 16 化学工業

2046075000 商業用、工業用、・業務用の食器洗浄用洗剤の製造
Manufacturing of commercial, industrial, and institutional dishwashing
detergents 16 化学工業

2046100000 商業用、工業用・施設用の金属クリーナーの製造
Manufacturing of commercial, industrial, and institutional metal
cleaners 16 化学工業

2046125000 商業用、工業用・施設用洗剤クリーナーの製造
Manufacturing of commercial, industrial, and institutional scouring
cleaners 16 化学工業

2046150000 酪農場、農場、・食用植物の洗浄剤、消毒剤などの製造 Manufacturing of dairy, farm, and food plant cleaners, sanitizers, etc 16 化学工業

2046175000 特殊洗剤を除く、商業用、工業用、・施設用の石鹸の製造
Manufacturing of commercial, industrial, and institutional soaps,
excluding specialty cleaners 16 化学工業

2046200000 特殊洗浄・衛生製品の製造 Manufacturing of specialty cleaning and sanitation products 16 化学工業

2046200003 敷物・室内装飾用洗剤、工業用・施設用製剤の製造
Manufacturing of rug and upholstery cleaners, industrial- and
institutional-type preparations 16 化学工業

2046200006 掃除用コンパウンド、壁紙クリーナーなどを含むその他の特殊
洗剤の製造

Manufacturing of other specialty detergents, including sweeping
compounds, wallpaper cleaners, etc 16 化学工業

2046225000 非農業用、工業用・施設用の消毒剤の製造、
Manufacturing of disinfectants, nonagricultural, industrial and
institutional 16 化学工業

2046250000 工業用・施設用のエアーフレッシュナー、室内用フレッシュ
ナー、エアゾールタイプの製造（ポプリを除く）

Manufacturing of air and room fresheners, aerosol-type, industrial and
institutional (excluding potpourri) 16 化学工業

2046275000 工業用・施設用ガラス窓ガラス用洗浄剤・便器洗浄剤の製造
Manufacturing of glass window cleaning preparations and toilet bowl
cleaners, industrial and institutional 16 化学工業

2046275003 工業用・施設用の自動車用フロントガラス洗浄液を除く、ガラ
ス製窓ガラス用洗浄剤の製造

Manufacturing of glass window cleaning preparations, excluding
automotive windshield washer fluid, industrial and institutional 16 化学工業

2046275006 工業用・施設用の便器洗浄剤の製造 Manufacturing of toilet bowl cleaners, industrial and institutional 16 化学工業

2046300000 工業用・施設用の研磨剤・関連製品の製造
Manufacturing of polishing preparations and related products, industrial
and institutional 16 化学工業

2046300003 工業用・施設用の家具用ポリッシュ・クリーナーの製造
Manufacturing of furniture polish and cleaners, industrial and
institutional 16 化学工業

2046300006 工業用・施設用のフロアポリッシュ、水エマルジョンの製造
Manufacturing of floor polish, water emulsion, industrial and
institutional 16 化学工業

2046300009 金属研磨剤・研磨布・紙を含む他の研磨剤・関連製品の製造
Manufacturing of other polishing preparations and related products,
including metal polish and polishing cloths and papers 16 化学工業

2046325000 個人用・ペイント・ワニスを除く、他のすべてのタイプのブラ
シの製造

Manufacturing of brushes, all other types, excluding personal and paint
and varnish 32 その他の製造業

2046325003 工業用ブラシの製造メンテナンス（ダスティング、フロア、ス
クラブ、ツイストインワイヤ、ウィンドウを含む）

Manufacturing of brushes, maintenance (including dusting, floor, scrub,
twisted-in-wire, and window), industrial 32 その他の製造業

2046325006 ブラシ、その他のタイプ（カップ、歯科医、先端、宝石商、電
動式、回転式など）の製造

Manufacturing of brushes, other types (including cup, dentists', end,
jewelers', power-driven, and rotary), industrial 32 その他の製造業

2046350000 商業用、工業用、・業務用の乾式・液体洗濯用洗剤の製造
Manufacturing of commercial, industrial, and institutional dry and liquid
laundry detergents 16 化学工業



57

大分類71 各種サービス用材料・消耗品
JSIC「大分類E 製造業」に関連するNAPCS及び

米センサスコード一覧
日本標準産業分類

NAPCS Code
米センサス

コード
品目名（和訳） 品目名（英文） No. 中分類名

2046375000 液体洗濯用布地柔軟仕上げ剤・リンスならびに他の洗濯補助剤
の製造

Manufacturing of liquid laundry fabric softeners and rinses, and other
laundry aids 16 化学工業

2046375003 工業用・業務用の液体洗濯布柔軟剤・リンスの製造
Manufacturing of industrial and institutional liquid laundry fabric
softeners and rinses 16 化学工業

2046375006 アイロン掛け助剤やドライクリーニングのスポット洗剤を含む
他の洗濯用具の製造

Manufacturing of other laundry aids, including ironing aids and
drycleaning spotting preparations 16 化学工業

    712010103 写真サービス用材料・消耗品 Materials and supplies for photographic services

    712010104 他に分類されないサービス用各種材料・消耗品 Miscellaneous materials and supplies for services, nec

      71201010401 他に分類されないサービス用各種材料・消耗品 Miscellaneous materials and supplies for services, nec

2046525000 キャンバス製品、テント、その他の種類の製造（空気支持構
造・張力構造を含む）

Manufacturing of canvas products, tents, other types (including air
supported and tension structures) 11 繊維工業

2046575000 小型の木製品・木製の便座の製造 Manufacturing of small wood wares and wood toilet seats 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2046575003
木のつまようじ、串、キャンディースティック、アイスクリー
ムスティック、舌圧子、ドリンクミキサー、・同様の小さな木
製品の製造

Manufacturing of wood toothpicks, skewers, candy sticks, ice cream
sticks, tongue depressors, drink mixers, and similar small wood wares 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2046575006 成形木材を含む木製便座の製造 Manufacturing of wood toilet seats, including molded wood 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2046600000 はしごの製造 Manufacturing of wood ladders 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2046600003 木製脚立の製造 Manufacturing of wood stepladders 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2046600006 木のはしごの製造（非伸張、伸張、足場はしご）
Manufacturing of wood rung ladders (nonextension, extension, and
scaffolding ladders) 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2046625000
金属足場の製造（吊り下げ式・アクセス式）、コンクリート工
事のための支保工・成形（鉄、鋼、アルミニウム、・その他す
べての材料の組み合わせ）

Manufacturing of metal scaffolding (suspended and access), shoring and
forming for concrete work (iron, steel, aluminum, and all other material
combinations)

24 金属製品製造業

2046650000 金属製の踏み台、プラットフォーム、横木型の梯子、金属製の
梯子型の踏み台、・梯子用附属品の製造

Manufacturing of metal step, platform, and rung-type ladders, metal
ladder-type step stools, and ladder accessories 24 金属製品製造業

2046675000 その他すべての雑多な木製品の製造 Manufacturing of all other miscellaneous wood products 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2046675003 天然、廃棄物（造粒・粉砕を含む）、・合成コルク（ガスケッ
トを除く）のコルク・コルク製品の製造

Manufacturing of cork and cork products of natural, waste (including
granulated and ground), and composition cork (excluding gaskets) 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2046675006 その他すべての雑多な木製品の製造 Manufacturing of all other miscellaneous wood products 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2046750000
プラスチック製実験器具（シャーレ、フラスコ、ロートなど）
を含む、その他の消費者用、業務用、・商業用プラスチック製
品の製造（フォーム・ワイヤーコーティングを除く）

Manufacturing of other consumer, institutional, and commercial plastics
products, including plastics laboratory ware (petri dishes, flasks,
funnels, etc ) (excluding foam and wire-coated)

18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2046775000 ゴム風船の製造（消費者、広告、気象学などを含む）
Manufacturing of rubber balloons (including consumer, advertising,
meteorological, etc) 19 ゴム製品製造業

2046800000 未記録のディスクやテープを含む磁気・光記録媒体の製造
Manufacturing of magnetic and optical recording media, including
unrecorded disks and tapes 28

電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

2046800003 光ディスクの製造 Manufacturing of optical disks 28
電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

2046800006 部品を含む磁気記録媒体の製造 Manufacturing of magnetic recording media, including parts 28
電子部品・デバイ
ス・電子回路製造
業

2046825000 カップ、液密紙、板紙容器の製造 Manufacturing of cups and liquid-tight paper and paperboard containers 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2046825003 ふたやトップを含む、液密で丸めた板紙食品容器の製造
Manufacturing of liquid-tight and round-nested paperboard food
containers, including lids and tops 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2046825006 板紙飲料カップ・ポーションカップの製造 Manufacturing of paperboard drinking cups and portion serving cups 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

2046850000 折りたたみを除く、その他の衛生紙・板紙食品容器、板紙、・
トレイの製造

Manufacturing of other sanitary paper and paperboard food containers,
boards, and trays, excluding folding 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2046850003 プレス板紙プレート、皿、スプーン、・類似の製品の製造
Manufacturing of pressed paperboard plates, dishes, spoons, and similar
products 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2046850006 テーブルクロス、ソーダストロー、オーブン用板紙フードトレ
イを含む、その他の衛生紙・板紙製品の製造

Manufacturing of other sanitary paper and paperboard items, including
tablecloths, soda straws, and ovenable paperboard food trays 14

パルプ・紙・紙加工
品製造業

2046875000 発泡スチロール食品容器の製造 Manufacturing of polystyrene foam food containers 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2046900000 ポリウレタンフォーム食品容器の製造 Manufacturing of polyurethane foam food containers 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2046925000 消費者用・業務用ポリスチレンフォーム製品の製造 Manufacturing of consumer and institutional polystyrene foam products 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2046950000 消費者用・業務用ポリウレタンフォーム製品の製造
Manufacturing of consumer and institutional polyurethane foam
products 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2046975000 プラスチックカップの製造（自動販売機、店頭販売、持ち出し
など）（発泡材を除く）

Manufacturing of plastics cups (vending machines, over-the-counter,
carryout, etc ) (excluding foam) 18

プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2047000000 プラスチック製の食品トレー、バスケットの製造（発泡材を除
く）

Manufacturing of plastics food trays, and baskets (excluding foam) 18
プラスチック製品製
造業（別掲を除く）

2008525000 無地アルミ箔の製造 Manufacturing of plain aluminum foil 23 非鉄金属製造業
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大分類84 受託製造及び関連サービス Contract manufacturing and related services

中分類841 受託製造及び関連サービス Contract manufacturing and related services

小分類84101 受託製造及び関連サービス Contract manufacturing and related services

  8410101 受託製造及び関連サービス Contract manufacturing and related services

    841010101 受託製造及び関連サービス Contract manufacturing and related services

      84101010101 飲食料品製造サービス Food and beverage manufacturing services

2051560000 他の食料及び飲料の受託製造サービス Other food and beverage contract manufacturing services 9 食料品製造業

      84101010102 2051570000 タバコ製造サービス Tobacco manufacturing services 10
飲料・たばこ・飼料
製造業

      84101010103 繊維製造サービス Textile manufacturing services

2051575000 刺繍サービス（Schiffli機械製品を除く） Embroidery services (excluding Schiffli machine products) 11 繊維工業

2051600000 Schiffli機械による刺繍サービス Schiffli machine embroidering services 11 繊維工業

2051625000 委託での撚糸、織り込み、巻き上げ、整経などによる長繊維糸
Filament yarns, throwing, texturing, winding, warping, etc , on
commission 11 繊維工業

2051625003 委託での撚糸又は織り込みによる長繊維糸 Filament yarns, throwing or texturing on commission 11 繊維工業

2051625006 委託での巻き上げ、整経などによる長繊維糸 Filament yarns, winding, warping, etc , on commission 11 繊維工業

2051650000 委託での編み工程（及び仕上げ工程）による非衣類の横糸の回
転による編み織物

Weft (circular) knit fabrics, nonapparel-type, knitting only or knitting
and finishing (excluding hosiery) on commission 11 繊維工業

2051675000 契約又は委託での編み工程（及び仕上げ工程）によるレース及
び網状の商品である整経編み織物

Warp knit fabrics, lace and net goods, knitting only or knitting and
finishing on contract or commission 11 繊維工業

2051700000 賃加工又は委託で仕上げされた綿、印刷布等の広く織られた織
物

Broadwoven fabrics, cotton, print cloth, finishing on job or commission 11 繊維工業

2051725000 賃加工又は委託で仕上げされた人造繊維及び人絹等の広く織ら
れた織物

Broadwoven fabrics, manmade fiber and silk, finishing on job or
commission 11 繊維工業

2051750000 委託で仕上げされた他者所有による横糸及び整経等の編み織物 Knit fabrics, weft and warp, owned by others, finishing on commission 11 繊維工業

2051750003 委託で仕上げされた他者所有による巾12インチを超える横糸及
び整経等の編み織物

Knit fabrics, weft and warp, broad (more than 12 inches wide), owned
by others, finishing on commission 11 繊維工業

2051750006 委託で仕上げされた他者所有による巾12インチ以下の横糸及び
整経等の編み織物

Knit fabrics, weft and warp, narrow (12 inches wide or less), owned by
others, finishing on commission 11 繊維工業

2051750009 契約又は委託で染色及び仕上げされた整経レース及び網状商品
（ラッセル及びバーンドアウトレースを除く）

Warp lace and net goods, excluding raschel and burned-out lace, dyeing
and finishing on contract or commission 11 繊維工業

2051765000 他の契約による織物製造サービス Other textile contract manufacturing services 11 繊維工業

      84101010104 衣服製造サービス Apparel manufacturing services

2051775000 契約での編み工程（及び仕上げ工程）による編み物工場での衣
料製品（下着及びナイトウェアを除く）

Contract knitting only or knitting and finishing knitting mill apparel
products, excluding underwear and nightwear 11 繊維工業

2051800000 カットソーによる男性用及び少年用（男女両用を含む）の注文
スーツ、コート、ジャケット及びベストの契約製造

Contract manufacturing of men's and boys' (including unisex)  tailored
suits, coats, jackets, and vests, cut and sew 11 繊維工業

2051825000 カットソーによる男性用及び少年用（男女両用を含む）のシャ
ツ（労働用シャツを除く）の契約製造

Contract manufacturing of men's and boys' (including unisex) shirts,
excluding work shirts, cut and sew 11 繊維工業

2051850000 カットソーによる男性用及び少年用の下着及びナイトウェア
（ローブを含む）の契約製造

Contract manufacturing of men's and boys' underwear and nightwear,
including robes, cut and sew 11 繊維工業

2051875000

カットソーによる男性用及び少年用（男女両用を含む）のセー
ター、ズボン、ジーンズ、ショーツ、スウェットパンツ、水
着、オーバーオール、洗濯可能な衣類、既製品のコート、既製
品のジャケット、既製品のベスト、ジョギング・ウォームアッ
プスーツ、プレイスーツ、スキー服、他のアウターウェア及び
労働用衣料の契約製造

Contract manufacturing of men's and boys' (including unisex) sweaters;
pants; jeans; shorts; sweatpants; swimwear; coveralls; washable service
apparel; nontailored coats, jackets, and vests; jogging and warm-up
suits; playsuits; ski apparel; other outerwear; and work apparel, cut and
sew

11 繊維工業

2051900000
カットソーによる男性用及び少年用のスポーツチームユニ
フォーム、コスチューム並びに他の衣料及び衣料アクセサリー
の契約製造

Contract manufacturing of men's and boys' team sport uniforms,
costumes, and other apparel and apparel accessories, cut and sew 11 繊維工業

2051925000 カットソーによる女性用、未婚女性用、少女用及び幼児用の
シャツ及びブラウスの契約製造

Contract manufacturing of women's, misses', girls', and infants' shirts
and blouses, cut and sew 11 繊維工業

2051950000 カットソーによる女性用、少女用及び幼児用のドレスの契約製
造

Contract manufacturing of women's, girls', and infants' dresses, cut and
sew 11 繊維工業

2051975000 カットソーによる女性用、少女用及び幼児用のスカート、注文
スーツ、コート、ジャケット及びベストの契約製造

Contract manufacturing of women's, girls', and infants' skirts, tailored
suits, coats, jackets, and vests, cut and sew 11 繊維工業

2052000000

カットソーによる女性用、少女用及び幼児用のセーター、ス
ラックス、ジーンズ、ショーツ、スウェットパンツ、水着、
オーバーオール、洗濯可能な衣類、既製品のコート、既製品の
ジャケット、既製品のベスト、ジョギング・ウォームアップ
スーツ、プレイスーツ、スキー服、他のアウターウェア及び労
働用衣料の契約製造

Contract manufacturing of women's, girls', and infants' sweaters; slacks;
jeans; shorts; sweatpants; swimwear; coveralls; washable service
apparel; nontailored coats, jackets, and vests; jogging and warm-up
suits; playsuits; ski apparel; other outerwear; and work apparel, cut and
sew 

11 繊維工業

2052025000
カットソーによる女性用、少女用及び幼児用の下着及びナイト
ウェア（ローブ及びファウンデーションガーメントを含む）の
契約製造

Contract manufacturing of women's, girls', and infants' underwear and
nightwear, including robes and foundation garments, cut and sew 11 繊維工業

2052050000
カットソーによる女性用、少女用及び幼児用のスポーツチーム
ユニフォーム、コスチューム並びに他の衣料及び衣料アクセサ
リーの契約製造

Contract manufacturing of women's, girls', and infants' team sport
uniforms, costumes, and other apparel and apparel accessories, cut and
sew

11 繊維工業

2052075000 他者所有の皮革のなめし及び仕上げ Tanning or finishing leather owned by others 20
なめし革・同製品・
毛皮製造業

2052085000 他の契約による衣料製造サービス Other apparel contract manufacturing services 11 繊維工業

      84101010105 木製品製造サービス Wood product manufacturing services

2052100000 他者所有の丸太の契約又は注文による製材 Contract or custom sawing of logs owned by others 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）
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2052125000 他者所有の木材のヒ素剤化学製品、クレオソート及び他の化学
薬品（防火剤及びペンタクロロフェノールを含む）による加工

Treating wood owned by others with arsenical chemicals, creosote, and
other chemicals (including fire-retardant and pentachlorophenol) 16 化学工業

2052150000 製材された柵材及び木摺の再製材及び鉋がけ
Contract resawing and planing of sawn wood fence stock and wood
lath 12

木材・木製品製造
業（家具を除く）

2052175000 契約による材木の人工乾燥 Contract kiln drying of lumber 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

2052185000 他の契約による木製品製造サービス Other wood product contract manufacturing services 12
木材・木製品製造
業（家具を除く）

      84101010106 2052195000 紙製造サービス Paper manufacturing services 14
パルプ・紙・紙加工
品製造業

      84101010107 印刷及び関連製品製造サービス Printing and related manufacturing services

2052200000 雑誌及び定期刊行物の印刷（石版印刷） Magazine and periodical printing (lithographic) 15 印刷・同関連業

2052200003 雑誌及び定期刊行物の印刷（石版印刷）（日曜新聞用の雑誌及
びコミックを除く）

Magazine and periodical printing (lithographic), excluding magazines
and comics for Sunday newspapers 15 印刷・同関連業

2052200006 日曜新聞用の雑誌及びコミックの印刷（石版印刷）（新聞折込
広告の印刷を除く）

Magazine and comic printing for Sunday newspapers (lithographic),
excluding printing of newspaper advertising inserts 15 印刷・同関連業

2052225000 雑誌及び定期刊行物の印刷（グラビア印刷）（日曜新聞用の雑
誌及びコミックを含み新聞折込広告の印刷を除く）

Magazine and periodical printing (gravure), including magazine and
comic supplements for Sunday newspapers (excluding printing of
newspaper advertising inserts)

15 印刷・同関連業

2052250000 雑誌及び定期刊行物の印刷（凸版印刷） Magazine and periodical printing (letterpress) 15 印刷・同関連業

2052275000
教科書の印刷及び製本（全教育課程（大学及び他の高校後教育
レベルを通じたK）、教師版、ワークブック及び標準的テストを
含む）

Textbook printing and binding, including all grades (K through college
and other post high school level), teachers' editions, workbooks, and
standardized tests

15 印刷・同関連業

2052300000 技術的、科学的及び専門的書籍の印刷及び製本 Technical, scientific, and professional book printing and binding 15 印刷・同関連業

2052325000 宗教的書籍の印刷及び製本 Religious book printing and binding 15 印刷・同関連業

2052350000
一般的書籍の印刷及び製本（ブッククラブ、郵便による注文、
大衆市場及び他の大人及び青少年用の大衆本（玩具及び絵本を
含む）を含む）

General book printing and binding, including book club, mail order,
mass market, and other trade books for adults and juveniles (including
toy and coloring books)

15 印刷・同関連業

2052375000
他の書籍の印刷及び製本（参照書籍（百科事典、辞書等）、大
学出版物、音楽関係書籍及び他の印刷・製本される書籍を含
む）

Other book printing and binding, including reference (encyclopedias,
dictionaries, etc ), university press, music, and all other books printed
and bound

15 印刷・同関連業

2052400000 書籍（印刷のみされ製本されないもの） Books, printing only, not bound 15 印刷・同関連業

2052425000 パンフレット（印刷のみ又は印刷及び製本されるもの（公告パ
ンフレットを除く））

Pamphlets, printing only or printing and binding (excluding advertising
pamphlets) 15 印刷・同関連業

2052450000 他で印刷された書籍のハードカバーによる製本 Hardcover edition binding of books printed elsewhere 15 印刷・同関連業

2052450003
他で印刷された小学校、中学校、高等学校及び大学の教科書並
びに技術、科学、ビジネス及び専門分野の書籍のハードカバー
による製本

Hardbound edition binding of elementary, high school, and college
textbooks, and technical, scientific, business, and professional books
printed elsewhere

15 印刷・同関連業

2052450006
他で印刷された一般消費者用、商業関係、宗教関係、参照用及
びその他の書籍（ブッククラブ及びダイレクトメールを含む）
のハードカバーによる製本

Hardbound edition binding of general consumer, trade, religious,
reference, and all other books (including book club and direct mail)
printed elsewhere

15 印刷・同関連業

2052475000
定期刊行物及び記録物の図書館製本及びハードカバーによる製
本並びに他で印刷されたその他の書籍のハードカバーによる製
本（編集を除く）

Library binding, hardcover binding of periodicals and records, and other
hardcover binding (excluding edition) of books printed elsewhere 15 印刷・同関連業

2052500000 他で印刷された書籍や材料（サンプル書籍を除く）のソフトカ
バー製本、パンフレット製本及び他の製本

Softcover, pamphlet, and other binding of books and materials
(excluding sample books) printed elsewhere 15 印刷・同関連業

2052525000 サンプル書籍、見本及びカード（カラー、敷物、室内装飾材
料、ひだ布など）（サンプルマウンティングを含む）

Sample books, swatches, and cards (color, carpet, upholstery, drapery,
etc ), including sample mounting 15 印刷・同関連業

2052550000 ダイレクトメール広告物の印刷（石版印刷）（チラシ、手紙、
パンフレット、カードなどを含み、カタログを除く）

Direct mail advertising printing (lithographic), including circulars,
letters, pamphlets, cards, etc , excluding catalogs 15 印刷・同関連業

2052575000 広告の印刷（石版印刷）（ダイレクトメールを除く） Advertising printing, excluding direct mail (lithographic) 15 印刷・同関連業

2052575003
ディスプレイ広告の印刷（石版印刷）（ポスター及びカウン
ター、フロアディスプレイ、購入ポイント並びにその他の広告
ディスプレイを含む）

Display advertising printing (lithographic), including posters and
counter, floor display, point-of-purchase, and other advertising display
material

15 印刷・同関連業

2052575006 既に印刷された新聞への広告の挿入印刷（石版印刷）（定期掲
載されない追加的広告）

Preprinted newspaper advertising insert printing (lithographic)
(advertising supplements not regularly issued) 15 印刷・同関連業

2052575009 その他の広告印刷（石版印刷）（小冊子、パンフレット、雑誌
に挿入される広告、ショッピングニュースなどを含む）

Other advertising printing (lithographic), including brochures,
pamphlets, magazine inserts, shopping news, etc 15 印刷・同関連業

2052600000 広告の印刷（グラビア印刷） Advertising printing (gravure) 15 印刷・同関連業

2052600003
ダイレクトメール広告物の印刷（グラビア印刷）（チラシ、手
紙、パンフレット、カード及び印刷された封筒を含み、カタロ
グを除く）

Direct mail advertising printing (gravure),  including circulars, letters,
pamphlets, cards, and printed envelopes (excluding catalogs) 15 印刷・同関連業

2052600006
ダイレクトメールを除く広告の印刷（グラビア印刷）（新聞折
込広告、広告ディスプレイ、小冊子、パンフレット、雑誌に挿
入される広告などを含み、カタログを除く）

Advertising printing excluding direct mail (gravure), including
newspaper advertising inserts, advertising display materials, brochures,
pamphlets, magazine inserts, etc  (excluding catalogs)

15 印刷・同関連業

2052625000
広告の印刷（フレキソ印刷）（ダイレクトメール、ディスプレ
イ、雑誌及び既に印刷された新聞への挿入広告、小冊子、パン
フレットなどを含み、ラベル及び包装紙の印刷を除く）

Advertising printing (flexographic), including direct mail, display,
magazine and preprinted newspaper inserts, brochures, pamphlets, etc ,
excluding label and wrapper printing

15 印刷・同関連業

2052650000
広告の印刷（スクリーン印刷）（購入ポイント、カウンター、
窓、フロアディスプレイ、ポスター、挿入広告、小冊子などを
含む）

Advertising printing (screen), including point-of-purchase, counter,
window, and floor display materials, posters, inserts, brochures, etc 15 印刷・同関連業

2052675000
広告の印刷（凸版印刷）（ダイレクトメール（カタログを除
く）、ディスプレイ広告、新聞及び雑誌の挿入広告、小冊子、
チラシなどを含む）

Advertising printing (letterpress), including direct mail (excluding
catalogs), display advertising materials, newspaper and magazine
inserts, brochures, circulars, etc

15 印刷・同関連業

2052700000 金融及び法務関係印刷（石版印刷） Financial and legal printing (lithographic) 15 印刷・同関連業

2052700003 年次報告、証券為替委員会ファイル、創立趣意書及びその他の
企業の金融関係印刷物（石版印刷）

Annual report, SEC filing, prospectus, and other corporate financial
printing (lithographic) 15 印刷・同関連業

2052700006
銀行関係及び銀行書式の印刷（石版印刷）（借り方貸し方伝
票、元帳や計算書書式、分割払い融資利札などを含み、小切手
帳を除く）

Bank and bank form printing (lithographic), including debit-credit slips,
ledger and statement sheets, installment-loan coupons, etc  (excluding
checkbooks)

15 印刷・同関連業

2052700009 その他の金融及び法務関係印刷（石版印刷）（保険関係書式、
訴訟事件摘要書などを含み、小切手帳を除く）

Other financial and legal printing (lithographic), including insurance
forms, briefs, etc  (excluding checkbooks) 15 印刷・同関連業

2052725000 金融及び法務関係印刷（フレキソ印刷）（企業年次報告、銀行
関係印刷物などを含む）

Financial and legal printing (flexographic), including annual corporate
reports, bank printing, etc 15 印刷・同関連業
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2052750000 金融及び法務関係印刷（凸版印刷） Financial and legal printing (letterpress) 15 印刷・同関連業

2052775000
カタログ及び人名録の印刷（石版印刷）（ダイレクトメールカ
タログ、業務参照サービスの人名録及びその他のカタログ及び
人名録を含む）

Catalog and directory printing (lithographic), including direct mail
catalogs, business reference services directories, and all other catalogs
and directories

15 印刷・同関連業

2052800000
カタログ及び人名録の印刷（グラビア印刷）（ダイレクトメー
ルカタログ、業務参照サービスの人名録及びその他のカタログ
及び人名録を含む）

Catalog and directory printing (gravure), including direct mail catalogs,
business reference services directories, and all other catalogs and
directories

15 印刷・同関連業

2052825000 カタログ及び人名録の印刷（凸版印刷） Catalog and directory printing (letterpress) 15 印刷・同関連業

2052850000 彫刻（印刷） Engraving (printing) 15 印刷・同関連業

2052850003 保安彫刻（印刷） Security engraving (printing) 15 印刷・同関連業

2052850006 社会彫刻（印刷） Social engraving (printing) 15 印刷・同関連業

2052850009 業務用文房具及びその他の商業彫刻（印刷） Business stationery and other commercial engraving (printing) 15 印刷・同関連業

2052875000 急速印刷 Quick printing 15 印刷・同関連業

2052900000 デジタル印刷 Digital printing 15 印刷・同関連業

2052925000 新聞、芸術作品複製及び絵画の印刷並びに挨拶状の印刷（石版
印刷）

Newspaper, art reproduction and picture print, and greeting cards
printing (lithographic) 15 印刷・同関連業

2052925003 新聞の印刷（石版印刷） Newspaper printing (lithographic) 15 印刷・同関連業

2052925006 芸術作品複製及び絵画の印刷（石版印刷） Art reproduction and picture print printing (lithographic) 15 印刷・同関連業

2052925009 他者が出版する挨拶状の印刷（石版印刷） Greeting cards, printed for publication by others (lithographic) 15 印刷・同関連業

2052950000 金属への石版印刷 Lithographic printing on metal 15 印刷・同関連業

2052975000 種々の製本及び印刷後の業務（校訂、穴あけ、折り目づけ、接
着、型抜き、金又は箔押しなどを含む）

Miscellaneous binding and postpress work, including collating,
perforating, folding, gluing, die-cutting, gold or foil stamping, etc 15 印刷・同関連業

2053000000 その他の商業及び一般的業務印刷（スクリーン印刷）（織物及
び衣服への印刷を除く）

Other commercial and general job printing (screen), excluding on
textiles and apparel 15 印刷・同関連業

2053000003 金属へのスクリーン印刷（看板を除く） Screen printing on metal, excluding signs 15 印刷・同関連業

2053000006 他者のガラス又はプラスチック容器へのスクリーン印刷 Screen printing on glass or plastics containers for others 15 印刷・同関連業

2053000009
他に分類されないその他の商業及び一般的業務印刷（スクリー
ン印刷）（織物及び衣服への印刷を除き、カスタマイズされた
文房具への印刷を含む）

All other commercial and general job printing (screen), excluding on
textiles and apparel, including customized stationery 15 印刷・同関連業

2053025000 カレンダー、地図及び地図帳の印刷（石版印刷）（めくりカレ
ンダー及び地球儀カバーの印刷を含む）

Calendar, map, and atlas printing (lithographic), including calendar pads
and globe covers 15 印刷・同関連業

2053050000 その他の商業及び一般的業務印刷（凸版印刷） Other commercial and general job printing (letterpress) 15 印刷・同関連業

2053050003 印刷された転写画及び感圧物（自動接着性）（凸版印刷）（バ
ンパーステッカーなどを含み、ラベルを除く）

Printed decalcomanias and pressure-sensitives (self-adhesive)
(letterpress), including bumper stickers, etc , excluding labels 15 印刷・同関連業

2053050006 下げ札の印刷（浮き彫りを含む）及びビジネス書式の印刷（凸
版印刷）（多方面、金融、法務及びルーズリーフ書式を除く）

Tag printing (including embossed) and business form printing
(letterpress), excluding manifold, financial, legal, and looseleaf forms 15 印刷・同関連業

2053050009 チケット、クーポン及び食品・飲料伝票の印刷（凸版印刷）
（運輸及び娯楽を含む）

Ticket, coupon, and food and beverage check printing (letterpress),
including transportation and amusement 15 印刷・同関連業

2053050012 カレンダー及びめくりカレンダーの印刷（凸版印刷） Calendar and calendar pad printing (letterpress) 15 印刷・同関連業

2053050015 浮き彫り又は浮き彫りと印刷がされたプラスチック製カード
（クレジットカード、IDカードなど）

Embossing or embossing and printing plastics cards (credit, ID, etc ) 15 印刷・同関連業

2053050018 他に分類されないその他の商業及び一般的業務印刷（凸版印
刷）（カスタマイズされた文房具への印刷を含む）

All other commercial and general job printing (letterpress), including
customized stationery 15 印刷・同関連業

2053075000

他に分類されないその他の商業及び一般的業務印刷（石版印刷
（オフセット）、グラビア印刷、フレキソ印刷、スクリーン印
刷、急速印刷、デジタル印刷、凸版印刷及び浮き彫り印刷を除
く）

All other commercial and general job printing (excluding lithographic
(offset), gravure, flexographic, screen, quick, digital, letterpress, and
engraving printing)

15 印刷・同関連業

2053075003 パッド転写 Pad printing 15 印刷・同関連業

2053075006

他に分類されないその他の商業及び一般的業務印刷（石版印刷
（オフセット）、グラビア印刷、フレキソ印刷、スクリーン印
刷、急速印刷、デジタル印刷、凸版印刷、浮き彫り印刷及び
パッド転写を除く）

All other commercial and general job printing (excluding lithographic
(offset), gravure, flexographic, screen, quick, digital, letterpress,
engraving, and pad printing)

15 印刷・同関連業

2053100000 その他の商業及び一般的業務印刷（石版印刷） Other commercial and general job printing (lithographic) 15 印刷・同関連業

2053100003 科学的及び技術的記録用紙の印刷（石版印刷）
Scientific and technical recording chart and chart paper printing
(lithographic) 15 印刷・同関連業

2053100009 印刷された転写画及び感圧物（自動接着性）（石版印刷）（バ
ンパーステッカーなどを含み、ラベルを除く）

Printed decalcomanias and pressure-sensitives (self-adhesive)
(lithographic), including bumper stickers, etc , excluding labels 15 印刷・同関連業

2053100012 チケット、クレジットカード、業務用文房具及びその他の商業
及び一般的業務印刷（石版印刷）

Ticket, credit card, business stationery, and all other commercial and
general job printing (lithographic) 15 印刷・同関連業

2053125000 その他の商業及び一般的業務印刷（グラビア印刷）（カスタマ
イズされた文房具への印刷を含む）

Other commercial and general job printing (gravure), including
customized stationery 15 印刷・同関連業

2053150000 その他の商業及び一般的業務印刷（フレキソ印刷）（カスタマ
イズされた文房具への印刷を含む）

All other commercial and general job printing (flexographic), including
customized stationery 15 印刷・同関連業

2053175000 スクリーン印刷された転写画及び感圧物（自動接着性）（石版
印刷）（バンパーステッカーなどを含み、ラベルを除く）

Screen printed decalcomanias and pressure-sensitives (self-adhesive)
(including bumper stickers, etc ), excluding labels 15 印刷・同関連業

2053200000 衣服、衣料アクセサリー及びその他の織物製品へのスクリーン
印刷（ラベル及び旗への印刷を除く）

Screen printing on garments, apparel accessories, and other fabric
articles, excluding labels and banners 15 印刷・同関連業

2053225000 ラベル及び包装紙の印刷（石版印刷） Label and wrapper printing (lithographic) 15 印刷・同関連業

2053225003 ラベルの印刷（石版印刷） Label printing (lithographic) 15 印刷・同関連業

2053225006 包装目的の印刷されたロール及びシート（印刷のみ）（石版印
刷）

Printed rolls and sheets for packaging purposes (printing only)
(lithographic) 15 印刷・同関連業

2053250000 ラベルの印刷（グラビア印刷） Label printing (gravure) 15 印刷・同関連業
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2053275000 包装目的の印刷されたロール及びシート（印刷のみ）（グラビ
ア印刷）

Printed rolls and sheets for packaging purposes (printing only)
(gravure) 15 印刷・同関連業

2053300000 ラベルの印刷（フレキソ印刷） Label printing (flexographic) 15 印刷・同関連業

2053325000 包装目的の印刷されたロール及びシート（印刷のみ）（フレキ
ソ印刷）

Printed rolls and sheets for packaging purposes (printing only)
(flexographic) 15 印刷・同関連業

2053350000 ラベル及び包装紙の印刷（凸版印刷） Label and wrapper printing (letterpress) 15 印刷・同関連業

2053350003 ラベルの印刷（凸版印刷） Label printing (letterpress) 15 印刷・同関連業

2053350006 包装目的の印刷されたロール及びシート（印刷のみ）（凸版印
刷）

Printed rolls and sheets for packaging purposes (printing only)
(letterpress) 15 印刷・同関連業

2053375000 ラベルの印刷（スクリーン印刷） Label printing (screen) 15 印刷・同関連業

2053400000 製版を除く出版前サービス（フィルム、平面の集成、色分解、
植字、画像集合など）

Prepress services, excluding platemaking (including film, assembled
flats, color separations, typesetting, imagesetting, etc ) 15 印刷・同関連業

2053410000 印刷用に用意された皿及び筒への印刷（無地の皿及び筒を除
く）

Printing plates and cylinders, prepared for printing (excluding blank
plates and blank cylinders) 15 印刷・同関連業

2053410003 印刷用に用意された皿への石版印刷（無地の皿を除く） Lithographic plates, prepared for printing (excluding blank plates) 15 印刷・同関連業

2053410006 印刷用に用意された皿へのフレキソ印刷（無地の皿を除く） Flexographic plates, prepared for printing (excluding blank plates) 15 印刷・同関連業

2053410009 印刷用に用意された皿及び筒へのグラビア印刷（無地の皿及び
筒を除く）

Gravure plates and cylinders, prepared for printing (excluding blank
plates and blank cylinders) 15 印刷・同関連業

2053410012 その他の印刷用に用意された皿への印刷（無地の皿を除く） All other printing plates prepared for printing (excluding blank plates) 15 印刷・同関連業

2053415000 その他の印刷及び関連する契約による製造サービス Other printing and related contract manufacturing services 15 印刷・同関連業

      84101010116 2054070000 家具及び関連製品製造サービス Furniture and related product manufacturing services 13
家具・装備品製造
業

      84101010117 他に分類されない受託製造サービス Contract manufacturing services, nec

2054075000 宝石細工作業（腕時計の宝石細工を除く） Lapidary work, except for watch jewels 32 その他の製造業

2054080000 他に分類されないその他の契約による製造サービス Other contract manufacturing services, nec 32 その他の製造業
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01 農業、狩猟及び関連サービスの製品 Products of agriculture, hunting and related services

01.1 非多年生作物の栽培 Non-perennial crops

01.11 穀物（米を除く）、豆類及び採油用の種 Cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds

01.11.8 大豆及び落花生 Soya beans and groundnuts

01.11.83 落花生（殻なし） Groundnuts, shelled

03 魚及びその他の漁業産品、水産養殖業産品、漁業支援サービス
Fish and other fishing products; aquaculture products;
support services to fishing

03.0 魚及びその他の漁業産品、水産養殖業産品、漁業支援サービス
Fish and other fishing products; aquaculture products;
support services to fishing

03.00 魚及びその他の漁業産品、水産養殖業産品、漁業支援サービス
Fish and other fishing products; aquaculture products;
support services to fishing

03.00.3 甲殻類（冷凍していない） Crustaceans, not frozen

03.00.31 甲殻類（冷凍していない）（天然） Crustaceans, not frozen, not farmed

03.00.32 甲殻類（冷凍していない）（養殖） Crustaceans, not frozen, farmed

03.00.4 軟体動物及びその他の水生無脊椎動物（生きている、生鮮又は冷蔵）
Molluscs and other aquatic invertebrates, live, fresh or
chilled

03.00.41 カキ（生きている、生鮮、冷蔵）（天然） Oysters, live, fresh or chilled, not farmed

03.00.42 その他の軟体動物（生きている、生鮮又は冷蔵）（天然） Other molluscs, live, fresh or chilled, not farmed

03.00.43 カキ（生きている、生鮮又は冷蔵）（養殖） Oysters, live, fresh or chilled, farmed

03.00.44 その他の軟体動物（生きている、生鮮又は冷蔵）（養殖） Other molluscs, live, fresh or chilled, farmed

10 食料品 Food products

10.1 保存処理された肉及び肉製品 Preserved meat and meat products

10.11 加工処理および保存処理された肉 Processed and preserved meat

10.11.1
ウシ亜科の動物、豚、羊、山羊、馬及びその他のウマ科の動物の肉（生
鮮又は冷蔵）

Meat of bovine animals, swine, sheep, goats, horses and
other equines, fresh or chilled

10.11.11 ウシ亜科の動物の肉（生鮮又は冷蔵） Meat of bovine animals, fresh or chilled

10.11.12 豚肉（生鮮又は冷蔵） Meat of swine, fresh or chilled

10.11.13 羊肉（生鮮又は冷蔵） Meat of sheep, fresh or chilled

10.11.14 山羊の肉（生鮮又は冷蔵） Meat of goats, fresh or chilled

10.11.15 馬及びその他のウマ科の動物の肉（生鮮又は冷蔵） Meat of horses and other equines, fresh or chilled

10.11.2
ウシ亜科の動物、豚、羊、山羊、馬及びその他のウマ科の動物の食用臓
物、生鮮又は冷蔵

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses
and other equines, fresh or chilled

10.11.20
ウシ亜科の動物、豚、羊、山羊、馬及びその他のウマ科の動物の食用臓
物、生鮮又は冷蔵

Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses
and other equines, fresh or chilled

10.11.3 冷凍肉及び冷凍食用臓物並びにその他の肉と食用臓物 Frozen meat and edible offal; other meat and edible offal

10.11.31 ウシ亜科の動物の肉（冷凍） Meat of bovine animals, frozen

10.11.32 豚肉（冷凍） Meat of swine, frozen

10.11.33 羊肉（冷凍） Meat of sheep, frozen

10.11.34 山羊肉（冷凍） Meat of goats, frozen

10.11.35 馬及びその他のウマ科の動物の肉（冷凍） Meat of horses and other equines, frozen

10.11.39 その他の肉及び食用臓物（生鮮、冷蔵又は冷凍） Other meat and edible offal, fresh, chilled or frozen

10.11.4
ウシ亜科動物、ウマ科の動物、羊及び山羊の抜き取られた毛、生皮及び
皮

Pulled wool and raw hides and skins of bovine or equine
animals, sheep and goats

10.11.42 ウシ亜科又はウマ科の動物の全体の生皮及び皮 Whole raw hides and skins of bovine or equine animals

10.11.43 その他のウシ亜科又はウマ科の動物の生皮及び皮 Other raw hides and skins of bovine or equine animals

10.11.44 羊又は子羊の生皮及び皮 Raw hides and skins of sheep or lambs

10.11.45 山羊又は子山羊の生皮及び皮 Raw hides and skins of goats or kids

10.11.5 ウシ亜科の動物、羊、山羊又は豚の脂肪 Fats of bovine animals, sheep, goats or pigs

10.11.50 ウシ亜科の動物、羊、山羊又は豚の脂肪 Fats of bovine animals, sheep, goats or pigs

10.11.6 生の臓物（非食用） Raw offal, inedible

10.11.60 生の臓物（非食用） Raw offal, inedible

10.11.9 加工及び保存肉の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved meat

10.11.99 加工及び保存肉の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved meat

10.12 加工及び保存された家禽の肉 Processed and preserved poultry meat

10.12.1 家禽の肉（生鮮又は冷蔵） Meat of poultry, fresh or chilled

10.12.10 家禽の肉（生鮮又は冷蔵） Meat of poultry, fresh or chilled

10.12.2 家禽の肉（冷凍） Meat of poultry, frozen

10.12.20 家禽の肉（冷凍） Meat of poultry, frozen

大分類

中分類

製造業

食料品製造業
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10.12.3 家禽の脂肪 Fats of poultry

10.12.30 家禽の脂肪 Fats of poultry

10.12.4 家禽の食用臓物 Edible offal of poultry

10.12.40 家禽の食用臓物 Edible offal of poultry

10.12.9 加工及び保存された家禽肉の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved poultry meat

10.12.99 加工及び保存された家禽肉の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved poultry meat

10.13 肉製品及び家禽類の肉製品 Meat and poultry meat products

10.13.1 肉、臓物又は血の保存及び加工品 Preserves and preparations of meat, meat offal or blood

10.13.11 カット、塩漬け、乾燥又は燻製による豚肉（ベーコンとハム） Swine meat, cuts, salted, dried or smoked (bacon and ham)

10.13.12 塩漬け、乾燥又は燻製によるウシ科の動物の肉 Bovine meat, salted, dried or smoked

10.13.13
塩漬け、塩水、乾燥又は燻製による豚及びウシ科の動物以外の動物の
肉及び臓物

Other meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or
smoked (excluding swine and bovine meat); edible flours and
meals of meat or meat offal

10.13.14 肉、臓物又は血のソーセージ及び類似製品 Sausages and similar products of meat, offal or blood

10.13.15 その他の肉、臓物又は血の加工及び保存製品 Other prepared and preserved meat, meat offal or blood

10.13.16 人間の消費に適さない肉の粉末、粗引き粉、ペレット；脂肪かす
Flours, meals and pellets of meat unfit for human
consumption; greaves

10.13.9
肉製品の生産のための調理及びその他の準備サービス; 肉及び家禽肉
製品の製造の一部請負事業

Cooking and other preparation services for the production
of meat products; sub-contracted operations as part of
manufacturing of meat and poultry meat products

10.13.91 肉製品の生産のための調理及びその他の準備サービス
Cooking and other preparation services for the production
of meat products

10.13.99 肉及び家禽肉製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
meat and poultry meat products

10.2 加工され、保存された魚、甲殻類及び軟体動物 Processed and preserved fish, crustaceans and molluscs

10.20 加工され、保存された魚、甲殻類及び軟体動物 Processed and preserved fish, crustaceans and molluscs

10.20.1 魚（生鮮、冷蔵又は冷凍） Fish, fresh, chilled or frozen

10.20.11
魚の切り身及びその他の魚肉（みじん切りの有無を問わない）（生鮮又は
冷蔵）

Fish fillets and other fish meat (whether or not minced),
fresh or chilled

10.20.12 魚の肝臓及び卵（生鮮又は冷蔵） Fish livers and roes, fresh or chilled

10.20.13 魚（冷凍） Fish, frozen

10.20.14 魚の切り身（冷凍） Fish fillets, frozen

10.20.15 魚肉（みじん切りの有無を問わない）（冷凍） Fish meat (whether or not minced), frozen

10.20.16 魚の肝臓と卵（冷凍） Fish livers and roes, frozen

10.20.2
上記以外の方法による魚の調製品又は保存食品；キャビア及びキャビア
の代用物

Fish, otherwise prepared or preserved; caviar and caviar
substitutes

10.20.21 魚の切り身（乾燥、塩漬又は塩水漬、ただしスモークされていないもの） Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

10.20.22
魚の肝臓、卵、頭、尾、胃及びその他の食用臓物（乾燥、燻製、塩漬け、
塩水漬けのもの）；人間の消費に適した魚の粉末、粗引き粉及びペレット

Fish livers, roes, fins, heads, tails, maws and other edible
offal dried, smoked, salted or in brine; flours, meals and
pellets of fish, fit for human consumption

10.20.23 干魚（塩漬け又は塩水漬けの有無を問わない） Fish, dried, whether or not salted, or in brine

10.20.24 魚（切り身を含む）（燻製） Fish, including fillets, smoked

10.20.25 上記以外の調製又は保存された魚（調製された魚料理を除く）
Fish, otherwise prepared or preserved, except prepared fish
dishes

10.20.26 キャビアとキャビアの代用品 Caviar and caviar substitutes

10.20.3
甲殻類、軟体動物、海草及びその他の水生無脊椎動物（冷凍、調製又は
保存）

Crustaceans, molluscs, seaweed and other aquatic
invertebrates, frozen, prepared or preserved

10.20.31 甲殻類（冷凍、乾燥、塩漬又は塩水漬） Crustaceans frozen, dried, salted or in brine

10.20.32 軟体動物（冷凍、乾燥、塩漬又は塩水漬） Molluscs, frozen, dried, salted or in brine

10.20.33 その他の水生無脊椎動物と海藻（冷凍、乾燥、塩漬又は塩水漬）
Other aquatic invertebrates and seaweed, frozen, dried,
salted or in brine

10.20.34
上記以外の調製又は保存された甲殻類、軟体動物及び他の水生無脊椎
動物及び海藻

Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates and
seaweed, otherwise prepared or preserved

10.20.4
人間の食用に適さない魚又は甲殻類、軟体動物又はその他の水生無脊
椎動物又は海藻の粉末、粗引き粉及びペレット又はその他の製品（他に
分類されないもの）

Flours, meals and pellets, unfit for human consumption, and
other products n.e.c. of fish or of crustaceans, molluscs or
other aquatic invertebrates or seaweed

10.20.41
魚、甲殻類、軟体動物又はその他の水生無脊椎動物又は海藻の粉末、
粗引き粉及びペレット

Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs or
other aquatic invertebrates or seaweed, unfit for human
consumption

10.20.42
魚、甲殻類、軟体動物又はその他の水生無脊椎動物又は海藻のその他
の食べられない製品

Other inedible products of fish, crustaceans, molluscs or
other aquatic invertebrates or seaweed

10.20.9
魚製品の製造のための燻製及びその他の保存及び調製サービス；魚、
甲殻類及び軟体動物の加工・保存製品の製造の一部請負事業

Smoking and other preservation and preparation services
for manufacture of fish products; sub-contracted
operations as part of manufacturing of processed and
preserved fish, crustaceans and molluscs

10.20.91 魚製品の製造のための燻製及びその他の保存及び調製サービス
Smoking and other preservation and preparation services
for manufacture of fish products

10.20.99 魚、甲殻類及び軟体動物の加工・保存品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved fish, crustaceans and molluscs

10.3 果物及び野菜の加工・保存品 Processed and preserved fruit and vegetables

10.31 ジャガイモの加工・保存品 Processed and preserved potatoes

10.31.1 ジャガイモの加工・保存品 Processed and preserved potatoes

10.31.11 ジャガイモ（冷凍） Potatoes, frozen
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10.31.12
ジャガイモの乾燥品（カット又はスライスの有無を問わないが更なる加工
はしないもの）

Dried potatoes whether or not cut or sliced but not further
prepared

10.31.13 粉末、粗引き粉、フレーク、顆粒及びペレットの形態の乾燥ジャガイモ
Dried potatoes in the form of flour, meal, flakes, granulates
and pellets

10.31.14 ジャガイモの調製又は保存品 Potatoes prepared or preserved

10.31.9
ジャガイモとジャガイモ製品の調理及びその他の調整サービス; ジャガイ
モの加工・保存品の製造の一部請負事業

Cooking and other preparation services for potatoes and
potato products; sub-contracted operations as part of
manufacturing of processed and preserved potatoes

10.31.91 ジャガイモとジャガイモ製品の調理及びその他の調整サービス
Cooking and other preparation services for potatoes and
potato products

10.31.99 ジャガイモの加工品・保存品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
processed and preserved potatoes

10.39 その他の加工及び保存された果物及び野菜 Other processed and preserved fruit and vegetables

10.39.1 加工及び保存された野菜（じゃがいもを除く） Processed and preserved vegetables, excluding potatoes

10.39.11 野菜（冷凍） Vegetables, frozen

10.39.12 一時的に保存された野菜 Vegetables provisionally preserved

10.39.13 乾燥野菜 Dried vegetables

10.39.15 豆（酢又は酢酸以外で保存されたもの、調製された野菜料理を除く）
Beans, preserved otherwise than by vinegar or acetic acid,
except prepared vegetable dishes

10.39.16
えんどう（酢又は酢酸以外で保存されたもの、調製された野菜料理を除
く）

Peas, preserved otherwise than by vinegar or acetic acid,
except prepared vegetable dishes

10.39.17
その他の野菜（ジャガイモを除く）（酢又は酢酸以外で保存されたもの、調
製された野菜料理を除く）

Other vegetables (except potatoes), preserved otherwise
than by vinegar or acetic acid, except prepared vegetable
dishes

10.39.18
野菜（ジャガイモを除く）、果物、ナッツ、他の植物の食用部分（酢又は酢
酸で調製又は保存したもの）

Vegetables (except potatoes), fruit, nuts and other edible
parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic
acid

10.39.2 果物及びナッツの加工品および保存食品 Processed and preserved fruit and nuts

10.39.21 果物とナッツ（未調理又は調理済みで冷凍のもの） Fruit and nuts, uncooked or cooked, frozen

10.39.22 ジャム、フルーツゼリー及び果物又はナッツのピューレ及びペースト Jams, fruit jellies and fruit or nut puree and pastes

10.39.23 ナッツ、落花生（ロースト、塩漬け又はその他の方法で調製したもの） Nuts, groundnuts, roasted, salted or otherwise prepared

10.39.24 果物とナッツ（一時的に保存され、直ちに消費されないもの）
Fruit and nuts, provisionally preserved, not for immediate
consumption

10.39.25 落花生とナッツ（殻付き） Groundnuts and nuts, shelled

10.39.9
保存用果物及び野菜の調理及びその他の調製サービス；他の果物や野
菜の加工品及び保存品の製造の一環請負事業

Cooking and other preparation services for the preservation
of fruit and vegetables; sub-contracted operations as part
of manufacturing of other processed and preserved fruit
and vegetables

10.39.91 保存用果物及び野菜の調理やその他の調製サービス
Cooking and other preparation services for the preservation
of fruit and vegetables

10.39.99 その他の加工・保存用果物及び野菜の製造の一環請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other processed and preserved fruit and vegetables

10.4 植物性及び動物性油脂 Vegetable and animal oils and fats

10.41 油脂 Oils and fats

10.41.1 動物性油脂、これを蒸留して製造した油、未精製油 Animal oils and fats, their fractions, crude

10.41.11
ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及び獣脂油（乳
化、混合又は他の方法で調整されていないもの）

Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not
emulsified or mixed or otherwise prepared

10.41.12 魚類及び海洋哺乳類の油脂及びそれらを蒸留して製造した油
Fats and oils and their fractions, of fish and marine
mammals

10.41.19
その他の動物性油脂及びそれらを蒸留して精製した油（精製の有無を問
わないが化学的に変性されているものを除く）

Other animal fats and oils and their fractions, whether or
not refined, but not chemically modified

10.41.2 植物油（未精製） Vegetable oils, crude

10.41.21 大豆油（未精製） Groundnut oil, crude

10.41.22 落花生油（未精製） Olive oil, crude

10.41.23 オリーブ油（未精製） Sunflower-seed oil, crude

10.41.24 ヒマワリ油（未精製） Rape, colza and mustard oil, crude

10.41.25 綿実油（未精製） Palm oil, crude

10.41.26 なたね油及びマスタード油（未精製） Rape, colza and mustard oil, crude

10.41.27 ヤシ油（未精製） Palm oil, crude

10.41.28 ココナッツ油（未精製） Coconut oil, crude

10.41.29 他の植物油（未精製） Other vegetable oils, crude

10.41.3 綿くず Cotton linters

10.41.30 綿くず Cotton linters

10.41.4
植物性油脂の油かす及びその他の固形残渣；油性種子又は油性果実の
粉末及び粗びき粉

Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils;
flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits

10.41.41 植物性油脂の油かす及びその他の固形残渣 Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils

10.41.42 油性種子又は油性果実の粉末及び粗びき粉（マスタードのものを除く）
Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, except
those of mustard

10.41.5 精製油（残留物を除く） Refined oils, except residues

10.41.51
大豆油及びその一部（精製されているが化学的に変性されていないも
の）

Soya-bean oil and its fractions, refined but not chemically
modified

10.41.52
落花生油及びその一部（精製されているが化学的に変性されていないも
の）

Groundnut oil and its fractions, refined but not chemically
modified

10.41.53
オリーブ油及びその一部（精製されているが化学的に変性されていない
もの）

Olive oil and its fractions, refined but not chemically
modified
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10.41.54
ヒマワリ油及びその一部（精製されているが化学的に変性されていないも
の）

Sunflower-seed oil and its fractions, refined but not
chemically modified

10.41.55
綿実油及びその一部（精製されているが化学的に変性されていないも
の）

Cotton-seed oil and its fractions, refined but not chemically
modified

10.41.56
なたね油、マスタード油及びそれらの一部（精製されているが化学的に変
性されていないもの）

Rape, colza and mustard oil and their fractions, refined but
not chemically modified

10.41.57 ヤシ油及びその一部（精製されているが化学的に変性されていないもの）
Palm oil and its fractions, refined but not chemically
modified

10.41.58
ココナッツ油及びその一部（精製されているが化学的に変性されていない
もの）

Coconut oil and its fractions, refined but not chemically
modified

10.41.59

その他の油及びその一部（精製されているが化学的に変性されていない
もの）；固定植物性油脂及び他の植物油（トウモロコシ油を除く）及びそれ
らの一部（他に分類されないもの）（精製されているが化学的に変性され
ていないもの）

Other oils and their fractions, refined but not chemically
modified; fixed vegetable fats and other vegetable oils
(except maize oil) and their fractions n.e.c. refined but not
chemically modified

10.41.6
動物性又は植物性油脂及びその一部（水素化、エステル化されている
が、それ以上調製されていないもの）

Animal or vegetable fats and oils and their fractions,
hydrogenated, esterified, but not further prepared

10.41.60
動物性又は植物性油脂及びその一部（水素化、エステル化されている
が、それ以上調製されていないもの）

Animal or vegetable fats and oils and their fractions,
hydrogenated, esterified, but not further prepared

10.41.7
野菜ワックス（トリグリセリドを除く）；デグラス；脂肪物質又は動植物ワック
スの処理から生じる残留物

Vegetable waxes (excluding triglycerides); degras; residues
resulting from treatment of fatty substances or animal or
vegetable waxes

10.41.71 野菜ワックス（トリグリセリドを除く） Vegetable waxes (excluding triglycerides)

10.41.72 デグラス；脂肪物質又は動植物ワックスの処理から生じる残留物
Degras; residues resulting from treatment of fatty
substances or animal or vegetable waxes

10.41.9 油脂の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of oils
and fats

10.41.99 油脂の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of oils
and fats

10.42 マーガリン及び類似の食用油脂 Margarine and similar edible fats

10.42.1 マーガリン及び類似の食用油脂 Margarine and similar edible fats

10.42.10 マーガリン及び類似の食用油脂 Margarine and similar edible fats

10.42.9 マーガリン及び類似の食用油脂の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
margarine and similar edible fats

10.42.99 マーガリン及び類似の食用油脂の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
margarine and similar edible fats

10.5 乳製品 Dairy products

10.51 乳製品及びチーズ製品 Dairy and cheese products

10.51.1 加工した液体ミルクとクリーム Processed liquid milk and cream

10.51.11 加工した液体ミルク Processed liquid milk

10.51.12
脂肪6％超のミルクとクリーム（濃縮されていない又は甘味が施されてい
ないもの） Milk and cream of > 6% fat, not concentrated or sweetened

10.51.2 固体のミルクとクリーム Milk and cream in solid forms

10.51.21 スキムミルクとクリームパウダー Skimmed milk and cream powder

10.51.22 全乳とクリームパウダー Whole milk and cream powder

10.51.3 バター及び乳製品のスプレッド Butter and dairy spreads

10.51.30 バター及び乳製品のスプレッド Butter and dairy spreads

10.51.4 チーズと凝乳 Cheese and curd

10.51.40 チーズと凝乳 Cheese and curd

10.51.5 その他の乳製品 Other dairy products

10.51.51
ミルク及びクリーム（濃縮したもの又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
で、固形のものを除く）

Milk and cream, concentrated or containing added sugar or
other sweetening matter, other than in solid forms

10.51.52 ヨーグルト及びその他の発酵又は酸性化させたミルク又はクリーム Yoghurt and other fermented or acidified milk or cream

10.51.53 カゼイン Casein

10.51.54 乳糖及び乳糖シロップ Lactose and lactose syrup

10.51.55 乳清 Whey

10.51.56 乳製品 (他に分類されないもの） Dairy products n.e.c.

10.51.9 乳製品及びチーズ製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
dairy and cheese products

10.51.99 乳製品及びチーズ製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
dairy and cheese products

10.52 アイスクリーム Ice cream

10.52.1 アイスクリームとその他の食用氷 Ice cream and other edible ice

10.52.10 アイスクリームとその他の食用氷 Ice cream and other edible ice

10.52.9 アイスクリームの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ice
cream

10.52.99 アイスクリームの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of ice
cream

10.6 穀物製品、でん粉及びでん粉製品 Grain mill products, starches and starch products

10.61 穀物製品 Grain mill products

10.61.1 米（半製粉、完全製粉、玄米、又は粉砕） Rice, semi- or wholly milled, or husked or broken

10.61.11 玄米 Husked rice

10.61.12 米（半製粉、完全製粉又は粉砕） Rice, semi- or wholly milled or broken

10.61.2 穀物及び野菜の粉末; その混合物 Cereal and vegetable flour; mixes thereof

10.61.21 小麦又は雑穀の粉 Wheat or maslin flour
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10.61.22 他の穀物の粉 Other cereal flour

10.61.23 野菜の粉末と粗びき粉 Vegetable flour and meal

10.61.24 パン製造用のミックス Mixes for preparation of bakers' wares

10.61.3 ひき割り粉、粗びき粉及びペレット及び他の穀物製品 Groats, meal and pellets and other cereal grain products

10.61.31 小麦のひき割り粉及び粗びき粉 Groats and meal of wheat

10.61.32 穀物のひき割り粉、粗びき粉及びペレット（他に分類されないもの） Cereal groats, meal and pellets n.e.c.

10.61.33 朝食用シリアル及びその他の穀物製品 Breakfast cereals and other cereal grain products

10.61.9 穀物製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
grain mill products

10.61.99 穀物製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
grain mill products

10.62 でん粉及びでん粉製品 Starches and starch products

10.62.1 でん粉及びでん粉製品；砂糖及び砂糖シロップ（他に分類されないもの）
Starches and starch products; sugars and sugar syrups
n.e.c.

10.62.11 でん粉; イヌリン; 小麦グルテン; デキストリン及び他の加工デンプン
Starches; inulin; wheat gluten; dextrins and other modified
starches

10.62.12
タピオカ及びでん粉からフレーク、グレインなどとして調製されたタピオカ
の代用物

Tapioca and substitutes prepared from starch in flakes,
grains and the like

10.62.13
ブドウ糖及びブドウ糖シロップ; 果糖及び果糖シロップ; 転化砂糖; 砂糖お
よ砂糖シロップ（他に分類されないもの）

Glucose and glucose syrup; fructose and fructose syrup;
invert sugar; sugars and sugar syrups n.e.c.

10.62.14 トウモロコシ油 Maize oil

10.62.9 でん粉及びでん粉製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
starches and starch products

10.62.99 でん粉及びでん粉製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
starches and starch products

10.7 ベーカリー及び粉製品 Bakery and farinaceous products

10.71 パン、できたてのペストリー製品、ケーキ Bread; fresh pastry goods and cakes

10.71.1 パン、できたてのペストリー製品、ケーキ Bread, fresh pastry goods and cakes

10.71.11 できたてのパン Fresh bread

10.71.12 できたてのペストリー製品とケーキ Fresh pastry goods and cakes

10.71.9
できたて又は冷凍したパン、ペストリー製品及びケーキの製造の一部請
負事業

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fresh or frozen bread, pastry goods and cakes

10.71.99
できたて又は冷凍したパン、ペストリー製品及びケーキの製造の一部請
負事業

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
fresh or frozen bread, pastry goods and cakes

10.72 ラスクとビスケット；保存されたペストリー製品とケーキ Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

10.72.1 ラスクとビスケット；保存されたペストリー製品とケーキ Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

10.72.11
クリスプブレッド、ラスク、トーストされたパン及び類似のトーストされた製
品

Crispbread, rusks, toasted bread and similar toasted
products

10.72.12 ジンジャーブレッドなど；甘いビスケット；ワッフルとウェーハー Gingerbread and the like; sweet biscuits; waffles and wafers

10.72.19 その他の乾燥又は保存されたパン製造者の製品 Other dry or preserved bakers' wares

10.72.9
ラスクとビスケット；保存されたペストリー製品とケーキの製造の一部請負
事業

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

10.72.99
ラスクとビスケット；保存されたペストリー製品とケーキの製造の一部請負
事業

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes

10.73 マカロニ、ヌードル、クスクス及び類似の粉製品
Macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous
products

10.73.1 マカロニ、ヌードル、クスクス及び類似の粉製品
Macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous
products

10.73.11 マカロニ、ヌードル及び類似の粉製品 Macaroni, noodles and similar farinaceous products

10.73.12 クスクス Couscous

10.73.9 マカロニ、ヌードル、クスクス及び類似の粉製品の製造の一部請負事業

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous
products

10.73.99 マカロニ、ヌードル、クスクス及び類似の粉製品の製造の一部請負事業

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous
products

10.8 その他の食料品 Other food products

10.81 砂糖 Sugar

10.81.1 サトウキビ又はビートからの粗糖又は精製糖と糖蜜 Raw or refined cane or beet sugar; molasses

10.81.11 サトウキビ又はビートからの粗糖（固形） Raw cane or beet sugar, in solid form

10.81.12
サトウキビ又はビートからの精製糖及び化学的に純粋な蔗糖（固形で香
味又は色素の添加物を含まない）

Refined cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in
solid form, not containing added flavouring or colouring
matter

10.81.13
サトウキビ又はビートからの精製糖（香味又は色素の添加物を含む）並び
に メープルシュガー及びメープルシロップ

Refined cane or beet sugar, containing added flavouring or
colouring matter; maple sugar and maple syrup

10.81.14 糖蜜 Molasses

10.81.9 砂糖製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
sugar

10.81.99 砂糖製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
sugar

10.82 ココア、チョコレート及び砂糖菓子 Cocoa, chocolate and sugar confectionery

10.82.1
ココアペースト（脱脂の有無を問わない）、ココアバター、ココア油脂、ココ
アパウダー

Cocoa paste, whether or not defatted, cocoa butter, fat and
oil, cocoa powder

10.82.11 カカオペースト（脱脂の有無を問わない） Cocoa paste, whether or not defatted
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10.82.12 ココアバター、ココア油脂 Cocoa butter, fat and oil

10.82.13 ココアパウダー（砂糖その他の甘味料を加えていないもの）
Cocoa powder, not containing added sugar or other
sweetening matter

10.82.14 ココアパウダー（砂糖その他の甘味料を加えたもの）
Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening
matter

10.82.2 チョコレートと砂糖菓子 Chocolate and sugar confectionery

10.82.21
ココアを含むチョコレート食品の調製品（甘味を付けたココアパウダーを除
く）（バルク形態）

Chocolate and food preparations containing cocoa (except
sweetened cocoa powder), in bulk forms

10.82.22
ココアを含むチョコレート食品の調製品（甘味を付けたココアパウダーを除
く）（バルク形態以外）

Chocolate and food preparations containing cocoa (except
sweetened cocoa powder), other than in bulk forms

10.82.23 ココアを含まない砂糖菓子（ホワイトチョコレートを含む）
Sugar confectionery (including white chocolate), not
containing cocoa

10.82.24 果物、ナッツ、果物の皮及び植物の他の部分の砂糖漬け
Fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved
by sugar

10.82.9 ココア、チョコレート、砂糖菓子の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cocoa, chocolate and sugar confectionery

10.82.99 ココア、チョコレート、砂糖菓子の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cocoa, chocolate and sugar confectionery

10.83 加工された茶とコーヒー Processed tea and coffee

10.83.1 加工された茶とコーヒー Processed tea and coffee

10.83.11 カフェインを取り除いた又は焙煎したコーヒー Coffee, decaffeinated or roasted

10.83.12
コーヒー代替品；コーヒー又はコーヒー代替品の抽出物、エッセンス及び
濃縮物;：コーヒーの殻と皮

Coffee substitutes; extracts, essences and concentrates of
coffee or coffee substitutes; coffee husks and skins

10.83.13 緑茶（発酵されていない）、紅茶（発酵）、部分発酵茶（内容量3kg以下）
Green tea (not fermented), black tea (fermented) and partly
fermented tea, in immediate packings of a content ≦ 3 kg

10.83.14 茶又はマテ茶の抽出物、エッセンス、濃縮物及び調製物
Extracts, essences, concentrates and preparations of tea or
mate

10.83.9 コーヒーと茶の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coffee and tea

10.83.99 コーヒーと茶の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coffee and tea

10.84 調味料 Condiments and seasonings

10.84.1
酢、ソース；混合調味料；マスタード粉又は粗びき粉；調整されたマスター
ド

Vinegar; sauces; mixed condiments; mustard flour or meal;
prepared mustard

10.84.11 酢及び酢酸から得られた酢の代用品
Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic
acid

10.84.12 ソース；混合調味料；マスタード粉、粗びき粉及び調整されたマスタード
Sauces; mixed condiments and mixed seasonings; mustard
flour and meal and prepared mustard

10.84.2 スパイス（加工品） Spices, processed

10.84.21 ペッパー（胡椒属）（加工品） Pepper (piper spp.), processed

10.84.22 乾燥したチリとペッパー（唐辛子属）（加工品） Chillies and peppers, dry (capsicum spp.), processed

10.84.23 シナモン（カネッラ）（加工品）； 他の加工スパイス Cinnamon (canella), processed; other processed spices

10.84.3 食用塩 Food-grade salt

10.84.30 食用塩 Food-grade salt

10.84.9 調味料の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
condiments and seasonings

10.84.99 調味料の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
condiments and seasonings

10.85 調製された食事と料理 Prepared meals and dishes

10.85.1 調製された食事と料理 Prepared meals and dishes

10.85.11 肉、臓物又は血による調製された食事と料理
Prepared meals and dishes based on meat, meat offal or
blood

10.85.12 魚、甲殻類、軟体動物による調製された食事と料理
Prepared meals and dishes based on fish, crustaceans and
molluscs

10.85.13 野菜による調製された食事と料理 Prepared meals and dishes based on vegetables

10.85.14 パスタによる調製された食事と料理 Prepared meals and dishes based on pasta

10.85.19 その他の調製された食事と料理 Other prepared dishes and meals

10.85.9 調製された食事と料理の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared meals and dishes

10.85.99 調製された食事と料理の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared meals and dishes

10.86 均質食品調製品及び栄養食品 Homogenised food preparations and dietetic food

10.86.1 均質食品調製品及び栄養食品 Homogenised food preparations and dietetic food

10.86.10 均質食品調製品及び栄養食品 Homogenised food preparations and dietetic food

10.86.9 均質食品調製品及び栄養食品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
homogenised food preparations and dietetic food

10.86.99 均質食品調製品及び栄養食品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
homogenised food preparations and dietetic food

10.89 他に分類されないその他の食料品 Other food products n.e.c.

10.89.1
スープ、卵、酵母及び他の食料品；肉、魚及び水生無脊椎動物の抽出物
及びジュース

Soups, eggs, yeasts and other food products; extracts and
juices of meat, fish and aquatic invertebrates

10.89.11 スープ、ブイヨンとその調製品 Soups and broths and preparations thereof

10.89.12
殻なしの卵、卵黄の生鮮品又は保存品； 殻付き卵の調理品又は保存品；
卵アルブミン

Eggs, not in shell, and eggs yolks fresh or preserved; eggs in
shells preserved or cooked; egg albumin

10.89.13
酵母（活性又は不活性）; 他の単細胞微生物（不活性）; 調製されたベー
キングパウダー

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-
organisms, dead; prepared baking powders
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10.89.14 肉、魚、水生無脊椎動物の抽出物及びジュース Extracts and juices of meat, fish and aquatic invertebrates

10.89.15 野菜の液及び抽出物；ペクチン物質；粘液及び増粘剤
Vegetable saps and extracts; pectic substances; mucilages
and thickeners

10.89.19 他に分類されない雑多な食料品 Miscellaneous food products n.e.c.

10.89.9 他に分類されないその他の食料品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other food products n.e.c.

10.89.99 他に分類されないその他の食料品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other food products n.e.c.
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10 食料品 Food products

10.3 果物及び野菜の加工・保存品 Processed and preserved fruit and vegetables

10.32 果物及び野菜ジュース Fruit and vegetable juices

10.32.1 果物及び野菜ジュース Fruit and vegetable juices

10.32.11 トマトジュース Tomato juice

10.32.12 オレンジジュース Orange juice

10.32.13 グレープフルーツジュース Grapefruit juice

10.32.14 バイナップルジュース Pineapple juice

10.32.15 グレープジュース Grape juice

10.32.16 リンゴジュース Apple juice

10.32.17 果物と野菜ジュースの混合物 Mixtures of fruit and vegetable juices

10.32.19 その他の果物及び野菜ジュース Other fruit and vegetable juices

10.32.9 果物や野菜ジュースの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fruit
and vegetable juice

10.32.99 果物や野菜ジュースの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of fruit
and vegetable juice

10.8 その他の食料品 Other food products

10.82 ココア、チョコレート及び砂糖菓子 Cocoa, chocolate and sugar confectionery

10.82.2 チョコレートと砂糖菓子 Chocolate and sugar confectionery

10.82.24 果物、ナッツ、果物の皮及び植物の他の部分の砂糖漬け
Fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved
by sugar

10.83 加工された茶とコーヒー Processed tea and coffee

10.83.1 加工された茶とコーヒー Processed tea and coffee

10.83.11 カフェインを取り除いた又は焙煎したコーヒー Coffee, decaffeinated or roasted

10.83.12
コーヒー代替品；コーヒー又はコーヒー代替品の抽出物、エッセンス及び
濃縮物;：コーヒーの殻と皮

Coffee substitutes; extracts, essences and concentrates of
coffee or coffee substitutes; coffee husks and skins

10.83.13 緑茶（発酵されていない）、紅茶（発酵）、部分発酵茶（内容量3kg以下）
Green tea (not fermented), black tea (fermented) and partly
fermented tea, in immediate packings of a content ≦ 3 kg

10.83.14 茶又はマテ茶の抽出物、エッセンス、濃縮物及び調製物
Extracts, essences, concentrates and preparations of tea or
mate

10.83.9 コーヒーと茶の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coffee and tea

10.83.99 コーヒーと茶の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coffee and tea

10.9 調製飼料 Prepared animal feeds

10.91 家畜用調製飼料 Prepared feeds for farm animals

10.91.1 家畜用調製飼料（ルーサン粗びき粉及びペレットを除く）
Prepared feeds for farm animals, except lucerne meal and
pellets

10.91.10 家畜用調製飼料（ルーサン粗びき粉及びペレットを除く）
Prepared feeds for farm animals, except lucerne meal and
pellets

10.91.2 ルーサン（アルファルファ）の粗びき粉とペレット Lucerne (alfalfa) meal and pellets

10.91.20 ルーサン（アルファルファ）の粗びき粉とペレット Lucerne (alfalfa) meal and pellets

10.91.9 家畜用調製飼料の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared feeds for farm animals

10.91.99 家畜用調製飼料の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared feeds for farm animals

10.92 調製されたペットフード Prepared pet foods

10.92.1 調製されたペットフード Prepared pet foods

10.92.10 調製されたペットフード Prepared pet foods

10.92.9 調整されたペットフードの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared pet foods

10.92.99 調整されたペットフードの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
prepared pet foods

11 飲料 Beverages

11.0 飲料 Beverages

11.01 蒸留酒 Distilled alcoholic beverages

11.01.1 蒸留酒 Distilled alcoholic beverages

11.01.10 蒸留酒 Distilled alcoholic beverages

11.01.9 蒸留酒の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
distilled alcoholic beverages

11.01.99 蒸留酒の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
distilled alcoholic beverages

11.02 ブドウのワイン Wine from grape

大分類

中分類

製造業

飲料・たばこ・飼料製造業
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11.02.1 新鮮なブドウのワイン；ブドウ液 Wine of fresh grapes; grape must

11.02.11 新鮮なブドウのスパークリングワイン Sparkling wine of fresh grapes

11.02.12 スパークリングワイン以外の新鮮なブドウのワイン；ブドウ液 Wine of fresh grapes, except sparkling wine; grape must

11.02.9 ブドウのワインの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wine
from grape

11.02.99 ブドウのワインの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of wine
from grape

11.03 りんご酒やその他の果実ワイン Cider and other fruit wines

11.03.1
他の発酵飲料（例えば、りんご酒、洋梨酒、蜂蜜酒）；アルコールを含む混
合飲料

Other fermented beverages (e.g., cider, perry, mead); mixed
beverages containing alcohol

11.03.10
他の発酵飲料（例えば、りんご酒、洋梨酒、蜂蜜酒）；アルコールを含む混
合飲料

Other fermented beverages (e.g., cider, perry, mead); mixed
beverages containing alcohol

11.03.9 りんご酒やその他の果実ワインの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cider and other fruit wines

11.03.99 りんご酒やその他の果実ワインの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cider and other fruit wines

11.04 その他の蒸留していない発酵飲料 Other non-distilled fermented beverages

11.04.1 ベルモット及び他の風味をつけた新鮮なブドウのワイン Vermouth and other flavoured wine of fresh grapes

11.04.10 ベルモット及び他の風味をつけた新鮮なブドウのワイン Vermouth and other flavoured wine of fresh grapes

11.04.9 その他の蒸留していない発酵飲料の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other non-distilled fermented beverages

11.04.99 その他の蒸留していない発酵飲料の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other non-distilled fermented beverages

11.05 ビール Beer

11.05.1 ビール、醸造からの滓 Beer, except dregs from brewing

11.05.10 ビール、醸造からの滓 Beer, except dregs from brewing

11.05.9 ビールの製造の一部請負事業 Sub-contracted operations as part of manufacturing of beer

11.05.99 ビールの製造の一部請負事業 Sub-contracted operations as part of manufacturing of beer

11.06 麦芽 Malt

11.06.1 麦芽 Malt

11.06.10 麦芽 Malt

11.06.9 麦芽製造の一部請負事業 Sub-contracted operations as part of manufacturing of malt

11.06.99 麦芽製造の一部請負事業 Sub-contracted operations as part of manufacturing of malt

11.07 ソフトドリンク；ミネラルウォーター及びその他のボトル入りの水 Soft drinks; mineral waters and other bottled waters

11.07.1 ミネラルウォーター、ソフトドリンク Mineral waters and soft drinks

11.07.11 ミネラルウォーター及び炭酸水（甘味も香りも付いていないもの）
Mineral waters and aerated waters, not sweetened nor
flavoured

11.07.19 その他の非アルコール飲料 Other non alcoholic beverages

11.07.9 ミネラルウォーターやソフトドリンクの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
mineral waters and soft drinks

11.07.99 ミネラルウォーターやソフトドリンクの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
mineral waters and soft drinks

12 たばこ製品 Tobacco products

12.0 たばこ製品 Tobacco products

12.00 たばこ製品 Tobacco products

12.00.1 ごみを除くたばこ製品 Tobacco products, except refuse

12.00.11 葉巻、両切り葉巻、シガリロ及び紙巻たばこ、又はたばこの代用品
Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or
tobacco substitutes

12.00.19
その他の製造たばこ及び代用品；均質化又は再調整されたたばこ；たば
こエキス及びエッセンス

Other manufactured tobacco and substitutes; homogenised
or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences

12.00.9 たばこ製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tobacco products

12.00.99 たばこ製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
tobacco products
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13 織物 Textiles

13.1 撚り糸及び糸 Textile yarn and thread

13.10 撚り糸及び糸 Textile yarn and thread

13.10.2 紡績用に調製された天然繊維 Natural textile fibres prepared for spinning

13.10.21 生糸（撚られていないもの） Raw silk (not thrown)

13.10.22 羊毛（脱脂又は炭化したもので、けば立て又は梳かれていないもの） Wool, degreased or carbonised, not carded or combed

13.10.23 羊毛や細かい獣毛の毛 Noils of wool or of fine animal hair

13.10.24 羊毛及び細かい又は粗い獣毛（けば立て又は梳かれていないもの） Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed

13.10.25 綿（けば立て又は梳かれたもの） Cotton, carded or combed

13.10.26
ジュート及びその他の繊維（亜麻、大麻及び苧を除く）（加工されているが
紡績されていないもの）

Jute and other textile fibres (except flax, true hemp and
ramie), processed but not spun

13.10.29 他の植物性繊維（加工されているが紡績されていないもの） Other vegetable textile fibres, processed but not spun

13.10.3 紡績のために加工された人造繊維 Man-made textile staple fibres processed for spinning

13.10.31
合成人造繊維（けば立て又は梳かれたもの又は紡績のために他の方法
で加工されたもの）

Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise
processed for spinning

13.10.32
人造繊維（けば立て又は梳かれたもの又は紡績のために他の方法で加
工されたもの）

Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise
processed for spinning

13.10.4 絹糸と副蚕糸 Silk yarn and yarn spun from silk waste

13.10.40 絹糸と副蚕糸 Silk yarn and yarn spun from silk waste

13.10.5
小売用又は小売用ではない羊毛糸；細かい又は粗い獣毛又は馬の毛の
糸

Yarn of wool put up or not put up for retail store; yarn of
fine or coarse animal hair or of horse hair

13.10.50
小売用又は小売用ではない羊毛糸；細かい又は粗い獣毛又は馬の毛の
糸

Yarn of wool put up or not put up for retail store; yarn of
fine or coarse animal hair or of horse hair

13.10.6 綿糸;綿の縫い糸 Cotton yarn; cotton sewing thread

13.10.61 綿糸（縫い糸を除く） Cotton yarn (other than sewing thread)

13.10.62 綿の縫い糸 Cotton sewing thread

13.10.7 綿以外の植物繊維の糸（亜麻、ジュート、コイア及び大麻を含む）；紙糸
Yarn of vegetable textile fibres other than cotton (including
flax, jute, coir and true hemp); paper yarn

13.10.71 亜麻糸 Flax yarn

13.10.72 ジュート又はその他の靭皮繊維の糸；その他の植物繊維の糸；紙糸
Yarn of jute or of other textile bast fibres; yarn of other
vegetable textile fibres; paper yarn

13.10.8 撚り糸及び人造フィラメント又は繊維の糸
Textile yarn and thread of man-made filaments or staple
fibres

13.10.81
小売用ではない複数の又はケーブルで編んだ人造フィラメントの糸（縫い
糸、ポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの高強度糸以外）；
小売用の人造フィラメントの糸（縫い糸以外）

Yarn of man made filaments, multiple or cabled (other than
sewing thread, high tenacity yarn of polyamides, polyesters
or viscose rayon), not put up for retail sale; man made
filament yarn (other than sewing thread) put up for retail
sale

13.10.82 縫い糸以外の合成繊維の糸（その繊維の重量が85％以上のもの）
Yarn other than sewing thread of synthetic staple fibres,
containing ≧ 85% by weight of such fibres

13.10.83 縫い糸以外の合成繊維の糸（その繊維の重量が85％未満のもの）
Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres,
containing < 85% by weight of such fibres

13.10.84 縫い糸以外の人造繊維の糸 Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres

13.10.85 人工及び合成フィラメント及び繊維の縫い糸及び糸
Sewing thread and yarn of artificial and synthetic filaments
and fibres

13.10.9
繊維再生品；天然繊維の調製サービス；撚り糸と糸の製造の一部請負事
業

Garnetted stock; preparation services of natural textile
fibres; sub-contracted operations as part of manufacturing
of textile yarn and thread

13.10.93 天然繊維の調製サービス Preparation services of natural textile fibres

13.10.99 撚り糸及び糸の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
textile yarn and thread

13.2 織物 Woven textiles

13.20 織物 Woven textiles

13.20.1 綿以外の天然繊維の織物（特殊織物を除く）
Woven fabrics (except special fabrics), of natural fibres
other than cotton

13.20.11 絹又は副蚕糸の織物 Woven fabrics of silk or of silk waste

13.20.12 けば立て又は梳かれた羊毛又は細かい又は粗い獣毛又は馬毛の織物
Woven fabrics carded or combed wool or fine animal hair or
of coarse animal hair or of horsehair

13.20.13 亜麻の織物 Woven fabrics of flax

13.20.14 ジュート又はその他の靭皮繊維の織物（亜麻、大麻及び苧を除く）
Woven fabrics of jute and other textile bast fibres (except
flax, true hemp and ramie)

13.20.19 他の植物性繊維の織物；紙糸の織物
Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven
fabrics of paper yarn

13.20.2 綿の織物 Woven fabrics of cotton

13.20.20 綿の織物 Woven fabrics of cotton

13.20.3 人造フィラメント及び人造繊維の織物（特殊織物を除く）
Woven fabrics (except special fabrics), of man-made
filaments and staple fibres

大分類

中分類

製造業

繊維工業
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13.20.31 合成フィラメント糸と人工フィラメント糸の織物
Woven fabrics of synthetic filament yarn and artificial
filament yarn

13.20.32 合成繊維の織物 Woven fabrics of synthetic staple fibres

13.20.33 人工繊維の織物 Woven fabrics of artificial staple fibres

13.20.4 パイル生地、テリータオル及びその他の特殊生地 Pile fabrics, terry towelling and other special fabrics

13.20.41 パイル織物及び毛虫糸の織物（テリータオル及び幅の狭い織物を除く）
Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than terry
towelling and narrow fabrics)

13.20.42 綿のテリータオルや類似のテリー織物（幅の狭い織物を除く）
Terry towelling and similar woven terry fabrics (other than
narrow fabrics) of cotton

13.20.43 その他のテリータオルや類似のテリー織物（幅の狭い織物を除く）
Other terry towelling and similar woven terry fabrics (other
than narrow fabrics)

13.20.44 ガーゼ（幅の狭い織物を除く） Gauze (other than narrow fabrics)

13.20.45 カーペットを除く房を付けた織物 Tufted textile fabrics, other than carpets

13.20.46 ガラス繊維の織物（幅の狭い織物を含む） Woven fabrics (including narrow fabrics) of glass fibres

13.20.5 織ることにより作られた模造毛皮 Imitation fur by weaving

13.20.50 織ることにより作られた模造毛皮 Imitation fur by weaving

13.20.9 織物製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
textile fabrics

13.20.99 織物製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
textile fabrics

13.3 織物製品の仕上げサービス Textile finishing services

13.30 織物製品の仕上げサービス Textile finishing services

13.30.1 織物製品の仕上げサービス Textile finishing services

13.30.11 織物繊維及び糸の漂白及び染色サービス Bleaching and dyeing services of textile fibres and yarns

13.30.12 織物及び織物製品の漂白サービス（衣類を含む）
Bleaching services of fabrics and textile articles (including
wearing apparel)

13.30.13 織物及び織物製品の染色サービス（衣類を含む）
Dyeing services of fabrics and textile articles (including
wearing apparel)

13.30.14 織物及び繊維製品の印刷サービス（衣類を含む）
Printing services of fabrics and textile articles (including
wearing apparel)

13.30.19 その他の織物及び織物製品の仕上げサービス（衣類を含む）
Other finishing services of textiles and textile articles
(including wearing apparel)

13.9 その他の織物 Other textiles

13.91 編まれた及び鉤針編みの織物 Knitted and crocheted fabrics

13.91.1 編まれた又は鉤針編みの織物 Knitted or crocheted fabrics

13.91.11 パイル生地、テリー生地、（編まれた又鉤針編みのもの） Pile fabrics, terry fabrics, knitted or crocheted

13.91.19 その他の編まれた又は鉤針編みの織物（編み物による模造毛皮を含む）
Other knitted or crocheted fabrics, including imitation fur by
knitting

13.91.9 編まれた又は鉤針編みの織物の製造の一部請負作業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
knitted or crocheted fabrics

13.91.99 編まれた又は鉤針編みの織物の製造の一部請負作業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
knitted or crocheted fabrics

13.92 衣服を除く織物完成品 Made-up textile articles, except apparel

13.92.1 家庭用の織物完成品 Made-up textile articles for the household

13.92.11 電気毛布を除く毛布及び旅行用敷物 Blankets and travelling rugs, except electric blankets

13.92.12 ベッド用リネン Bed linen

13.92.13 テーブル用リネン Table linen

13.92.14 トイレ及びキッチン用リネン Toilet and kitchen linen

13.92.15 カーテン（ドレープを含む）と屋内の日よけ；カーテン又はベッドの垂れ布
Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or
bed valances

13.92.16
他に分類されない家庭用品；敷物、タペストリーなどに編むための織物と
糸のセット

Furnishing articles n.e.c.; sets of woven fabric and yarn for
making up into rugs, tapestries and the like

13.92.2 他の織物完成品 Other made-up textile articles

13.92.21 物の梱包に使用される袋及びバッグ Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods

13.92.22
防水布、天幕及び日よけ；ボート、セイルボード又はランドクラフトのため
の帆；テント及びキャンプ用品（空気式マットレスを含む）

Tarpaulins, awnings and sunblinds; sails for boats, sailboards
or landcraft; tents and camping goods (including pneumatic
mattresses)

13.92.23
パラシュート（操縦可能なパラシュートを含む）と回転翼式パラシュート；そ
の部分

Parachutes (including dirigible parachutes) and rotochutes;
parts thereof

13.92.24
キルト、羽布団、クッション、厚手のクッション、枕、寝袋など（スプリング付
きの製品、詰め物製品又は内部に多孔性のゴム又はプラスチックが付属
しているもの）

Quilts, eiderdowns, cushions, pouffes, pillows, sleeping bags
and the like, fitted with springs or stuffed or internally fitted
with any material or of cellular rubber or plastics

13.92.29
他の織物完成品（床雑巾、布巾、雑巾及び類似の清掃用品、ライフジャ
ケット及びライフベルトを含む）

Other made-up textile articles (including floor cloths, dish-
cloths, dusters and similar cleaning cloths, life-jackets and
life-belts)

13.92.9 衣服を除く織物完成品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
made-up textile articles, except apparel

13.92.99 衣服を除く織物完成品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
made-up textile articles, except apparel

13.93 カーペットと敷物 Carpets and rugs

13.93.1 カーペットと敷物 Carpets and rugs

13.93.11 カーペット及びその他の織物類の敷物（結びパイルのもの） Carpets and other textile floor coverings, knotted

13.93.12 カーペット及びその他の織物類の敷物（ふさのないもの）
Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted
or flocked

13.93.13 カーペット及びその他の織物類の敷物（ふさのあるもの） Carpets and other textile floor coverings, tufted
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13.93.19 他のカーペット及び織物類の敷物（フェルト製を含む）
Other carpets and textile floor coverings (including those of
felt)

13.93.9 カーペットや敷物の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
carpets and rugs

13.93.99 カーペットや敷物の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
carpets and rugs

13.94 綱、ロープ、紐及び網 Cordage, rope, twine and netting

13.94.1 綱、ロープ、紐及び網（廃棄物を除く） Cordage, rope, twine and netting, except waste

13.94.11 紐、綱、ロープ及びケーブル（ジュート又は他の靭皮繊維のもの）
Twine, cordage, rope and cables, of jute or other textile
bast fibres

13.94.12
結び目のある網（ひも、綱又はロープ製）、織物用素材で製造された網；
他に分類されない糸製品、布片

Knotted netting of twine, cordage or rope, made up nets of
textile materials; articles of yarn, strip n.e.c.

13.94.9 綱、ロープ、紐及び網の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cordage, rope, twine and netting

13.94.99 綱、ロープ、紐及び網の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
cordage, rope, twine and netting

13.95 非織物及び非織物製品（衣服を除く）
Non-wovens and articles made from non-wovens, except
apparel

13.95.1 非織物及び非織物製品（衣服を除く）
Non-wovens and articles made from non-wovens, except
apparel

13.95.10 非織物及び非織物製品（衣服を除く）
Non-wovens and articles made from non-wovens, except
apparel

13.95.9 非織物及び非織物製品（衣服を除く）の製造の一部請負事業

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
non-wovens and articles made from non-wovens, except
apparel

13.95.99 非織物及び非織物製品（衣服を除く）の製造の一部請負事業

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
non-wovens and articles made from non-wovens, except
apparel

13.96 他の技術的及び工業的織物 Other technical and industrial textiles

13.96.1
金属を交えた糸又は芯に金属を入れた糸；金属糸の織物及び金属を交
えた糸の織物；織物で被覆されたゴム糸及びゴム紐並びに技術的使用の
ための織物製品

Metallised yarn or metallised gimped yarn; woven fabrics of
metal thread and woven fabrics of metallised yarn; rubber
thread and cord, textile covered and textile products and
articles for technical uses

13.96.11 金属を交えた糸又は芯に金属を入れた糸 Metallised yarn or metallised gimped yarn

13.96.12
他に分類されない金属を交えた糸による織物及び芯に金属を入れた糸に
よる織物

Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of
metallised yarn n.e.c.

13.96.13
織物で被覆されたゴム糸及びゴム紐；ゴム又はプラスチックで含浸又は
被覆された織物の糸及び布片

Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn and
strip, impregnated or covered with rubber or plastics

13.96.14 他に分類されない含浸、コーティング又は被覆された織物 Textile fabrics, impregnated, coated or covered n.e.c.

13.96.15
ナイロン又はその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンな
どの強力糸で製造されるタイヤコード生地

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other
polyamides, polyesters or viscose rayon

13.96.16
工業用織物製品（しん、ガスマントル、ホース、伝動用又はコンベア用ベ
ルト、篩布及び濾過布を含む）

Textile products and articles for technical uses (including
wicks, gas mantles, hose piping, transmission or conveyor
belts, bolting cloth and straining cloth)

13.96.17
幅の狭い織物；接着剤で固定された横糸のない細長い織物（ボルダック
ス）；装飾用トリミング等

Narrow woven fabrics; narrow fabrics of warp without weft
assembled by adhesive (bolducs); trimmings and the like

13.96.9 技術的及び工業的織物の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
technical and industrial textiles

13.96.99 技術的及び工業的織物の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
technical and industrial textiles

13.99 他に分類されないその他の織物 Other textiles n.e.c.

13.99.1 薄絹、レース及び刺繍；ギンプ糸と細布；毛虫糸；ループウェール糸
Tulles, lace and embroidery; gimped yarn and strip; chenille
yarn; loop wale-yarn

13.99.11
薄絹及びその他の網地（織ったもの、編んだもの又は鉤針編みのものを
除く）；ピース状、細布状又は飾り用のレース

Tulles and other net fabrics, except woven, knitted or
crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs

13.99.12 ピース状、細布状又は飾り用の刺繍 Embroidery in the piece, in strips or in motifs

13.99.13 フェルト（コーティング、被覆されたもの又は層状に張り合わせたもの） Felt, coated, covered or laminated

13.99.14 長さ5mm以下の紡織用繊維の糸くず、くず及び節糸
Textile fibres ≦ 5 mm in length (flock), textile dust and mill
neps

13.99.15 ギンプ糸と細布；毛虫糸；ループウェール糸 Gimped yarn and strip; chenille yarn; loop wale-yarn

13.99.16 キルトのピース状の織物製品 Quilted textile products in the piece

13.99.9 他に分類されないその他の織物の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other textiles n.e.c.

13.99.99 他に分類されないその他の織物の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other textiles n.e.c.

14 衣服 Wearing apparel

14.1 衣服（毛皮製を除く） Wearing apparel, except fur apparel

14.11 革製衣服 Leather clothes

14.11.1 革又は合成皮革製の衣服 Apparel of leather or of composition of leather

14.11.10 革又は合成皮革製の衣服 Apparel of leather or of composition of leather

14.11.9 革製衣服の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
leather clothes

14.11.99 革製衣服の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
leather clothes

14.12 作業服 Workwear

14.12.1 男性用作業服 Men's workwear

14.12.11 男性用アンサンブル、ジャケット、ブレザー（産業用及び職業用）
Men's ensembles, jackets and blazers, industrial and
occupational

14.12.12
男性用ズボン、胸当てとズボン吊り付けのオーバーオール、ブリーチ及び
半ズボン（産業用及び職業用）

Men's trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts,
industrial and occupational
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14.12.2 女性用作業服 Women's workwear

14.12.21 女性用アンサンブル、ジャケット及びブレザー（産業用及び職業用）
Women' s ensembles, jackets and blazers, industrial and
occupational

14.12.22
女性用ズボン、胸当てとズボン吊り付けのオーバーオール、ブリーチ及び
半ズボン（産業用及び職業用）

Women's trousers, bib and brace overalls, breeches and
sorts, industrial and occupational

14.12.3 その他の作業服 Other workwear

14.12.30 その他の作業服 Other workwear

14.12.9 作業服の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
workwear

14.12.99 作業服の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
workwear

14.13 その他のアウターウェア Other outerwear

14.13.1 編み物又は鉤針編みのアウターウェア Outerwear, knitted or crocheted

14.13.11
男性用又は少年用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノ
ラック、ウィンドブレーカー、ウィンドジャケット及び類似の製品（編み物又
は鉤針編みのもの）

Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks,
windcheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or
crocheted

14.13.12
男性用又は少年用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボ
ン、胸当てとズボン吊り付けのオーバーオール、ブリーチ及び半ズボン
（編み物又は鉤針編みのもの）

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers,
bib and brace overalls, breeches and shorts, knitted or
crocheted

14.13.13
女性用又は少女用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノ
ラック、ウィンドブレーカー、ウィンドジャケット及び類似の製品（編み物又
は鉤針編みのもの）

Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks,
anoraks, windcheaters, wind-jackets and similar articles,
knitted or crocheted

14.13.14
女性用又は少女用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレ
ス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てとズボン吊り付けのオー
バーオール、ブリーチ及び半ズボン（編み物又は鉤針編みのもの）

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses,
skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts, knitted or crocheted

14.13.2 その他の男性用と少年用のアウターウェア Other outerwear, for men and boys

14.13.21
男性用又は少年用の織物製のオーバーコート、レインコート、カーコート、
ケープ、クローク、アノラック、ウィンドブレーカー、ウィンドジャケット及び
類似の製品（編み物又は鉤針編みではないもの）

Men's or boys' overcoats, raincoats, car coats, capes,
cloaks, anoraks, wind-cheaters, wind-jackets and similar
articles of textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.22
男性用又は少年用の織物製のスーツ及びアンサンブル（編み物又は鉤
針編みではないもの）

Men's or boys' suits and ensembles of textile fabrics, not
knitted or crocheted

14.13.23
男性用又は少年用の織物製のジャケット及びブレザー（編み物又は鉤針
編みではないもの）

Men's or boys' jackets and blazers, of textile fabrics, not
knitted or crocheted

14.13.24
男性用又は少年用の織物製のズボン、胸当てとズボン吊り付けのオー
バーオール、ブリーチ及び半ズボン（編み物又は鉤針編みではないもの）

Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches
and shorts of textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.3 その他の女性用と少女用のアウターウェア Other outerwear, for women and girls

14.13.31
女性用又は少女用の織物製のオーバーコート、カーコート、ケープ、ク
ローク、アノラック、ウィンドブレーカー、ウィンドジャケット及び類似の製品
（編み物又は鉤針編みではないもの）

Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks,
anoraks, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles of
textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.32
女性用又は少女用の織物製のスーツ及びアンサンブル（編み物又は鉤
針編みではないもの）

Women's or girls' suits and ensembles of textile fabrics, not
knitted or crocheted

14.13.33
女性用又は少女用の織物製のジャケット及びブレザー（編み物又は鉤針
編みではないもの）

Women's or girls' jackets and blazers of textile fabrics, not
knitted or crocheted

14.13.34
女性用又は少女用の織物製のドレス、スカート及びキュロットスカート（編
み物又は鉤針編みではないもの）

Women's or girls' dresses, skirts and divided skirts of textile
fabrics, not knitted or crocheted

14.13.35
女性用又は少女用の織物製のズボン、胸当てとズボン吊り付けのオー
バーオール、ブリーチ及び半ズボン（編み物又は鉤針編みではないもの）

Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches
and shorts of textile fabrics, not knitted or crocheted

14.13.9 アウターウェアの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
outerwear

14.13.99 アウターウェアの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
outerwear

14.14 下着 Underwear

14.14.1 下着（編み物又は鉤針編みのもの） Underwear, knitted and crocheted

14.14.11 男性用又は少年用のシャツ（編み物又は鉤針編みのもの） Men's or boys' shirts, knitted or crocheted

14.14.12
男性用又は少年用のパンツ、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスロー
ブ、ドレッシングガウン及び類似の製品（編み物又は鉤針編みのもの）

Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas,
bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or
crocheted

14.14.13
女性用又は少女用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス（編み物又は鉤
針編みのもの）

Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted
or crocheted

14.14.14
女性用又は少女用のスリップ、ペチコート、ブリーフ、パンティー、ナイトド
レス、パジャマ、ドレッシングガウン、ネグリジェ、バスローブ及び類似の
製品（編み物又は鉤針編みのもの）

Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties,
nightdresses, pyjamas, dressing gowns, negligees, bathrobes
and similar articles, knitted or crocheted

14.14.2 下着（編み物又は鉤針編みではないもの） Underwear, not knitted or crocheted

14.14.21
男性用又は少年用の織物製のシャツ（編み物又は鉤針編みではないも
の）

Men's or boys' shirts, of textile fabric not knitted or
crocheted

14.14.22
男性用又は少年用の織物製のシングレット及びその他のシャツ、パンツ、
ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウン（編み物
又は鉤針編みではないもの）

Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs,
nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns, of textile
fabric not knitted or crocheted

14.14.23
女性用又は少女用の織物製のブラウス、シャツ及びシャツブラウス（編み
物又は鉤針編みではないもの）

Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, of textile
fabric not knitted or crocheted

14.14.24

女性用及び少女用の織物製のシングレット及びその他のシャツ、スリッ
プ、ペチコート、ブリーフ、パンティー、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、
バスローブ、ドレッシングガウン及び類似の製品（編み物又は鉤針編みで
はないもの）

Women's and girls' singlets and other vests, slips,
petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligees,
bathrobes, dressing gowns and similar articles, of textile
fabric not knitted or crocheted

14.14.25
ブラジャー、ガードル、コルセット、ブレース、サスペンダー、ガーター及び
類似の製品及びその関連製品（編み物又は鉤針編みであるかどうかは
問わない）

Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and
similar articles and parts thereof, whether or not knitted or
crocheted

14.14.3 Tシャツ、シングレット及びその他のシャツ（編み物又は鉤針編みのもの） T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

14.14.30 Tシャツ、シングレット及びその他のシャツ（編み物又は鉤針編みのもの） T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

14.14.9 下着の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
underwear

14.14.99 下着の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
underwear
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14.19 他の衣服及びアクセサリー Other wearing apparel and accessories

14.19.1
乳幼児用衣服、トラックスーツ及び他の衣類、衣類用アクセサリー及び部
分品（編み物又は鉤針編みのもの）

Babies' garments, tracksuits and other garments, clothing
accessories and parts, knitted or crocheted

14.19.11 乳幼児用衣類及び衣類用アクセサリー（編み物又は鉤針編みのもの）
Babies' garments and clothing accessories, knitted or
crocheted

14.19.12
トラックスーツ、スキースーツ、水着及びその他の衣類（編み物又は鉤針
編みのもの）

Tracksuits, ski suits, swimwear and other garments, knitted
or crocheted

14.19.13 手袋、ミトン及びミット（編み物又は鉤針編みのもの） Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted

14.19.19
その他の衣類用アクセサリー完成品、衣服又は衣類用アクセサリーの部
分品（編み物又は鉤針編みのもの）

Other made-up clothing accessories and parts of garments
or of clothing accessories, knitted or crocheted

14.19.2
織物製の乳幼児用衣類、その他の衣類及びその他の衣類用アクセサ
リー（編み物又は鉤針編みではないもの）

Babies' garments, other garments and other clothing
accessories, of textile fabric, not knitted or crocheted

14.19.21
織物製の乳幼児用衣類及びその他の衣類用アクセサリー（編み物又は
鉤針編みではないもの）

Babies' garments and clothing accessories, of textile fabric,
not knitted or crocheted

14.19.22
織物製のトラックスーツ、スキースーツ、水着、他の衣類（編み物又は鉤
針編みではないもの）

Tracksuits, ski suits and swimwear; other garments of
textile fabric, not knitted or crocheted

14.19.23
織物製のハンカチ、ショール、スカーフ、ヴェール、ネクタイ、クラバット、
手袋、他の衣類アクセサリーの完成品及び;衣類又は衣類アクセサリーの
部分品（編み物又は鉤針編みではないもの）

Handkerchiefs, shawls, scarves, veils, ties, cravats, gloves
and other made-up clothing accessories; parts of garments
or of clothing accessories, of textile fabric, not knitted or
crocheted, n.e.c.

14.19.3
革製の衣類アクセサリー、フェルト又は不織布製の衣類；被覆された織物
製の衣類

Clothing accessories of leather; garments made up of felt or
non-wovens; garments made up of coated textile fabrics

14.19.31 スポーツ用手袋を除く皮製又は合成皮革製の衣類アクセサリー
Clothing accessories of leather or of composition leather,
except sports gloves

14.19.32 フェルト又は不織布製の衣類、含浸又は被覆された織物
Garments made up of felt or non-wovens, textile fabrics
impregnated or coated

14.19.4 帽子及び帽子類 Hats and headgear

14.19.41
フェルト製のハットフォーム、帽子の本体及びフード；フェルト製のプラトー
及びマフ；ストリップ（素材を問わない）で編まれた又は作られたハットシェ
イプ

Hat forms, hat bodies and hoods of felt; plateaux and
manchons of felt; hat shapes, plaited or made by assembling
strips of any material

14.19.42
フェルト製、又はストリップ（素材を問わない）で編まれ又は作られた、又
は編み物又は鉤針編み製の、又はレース又はピース状の織物から作ら
れた帽子又はか帽子類；ヘアネット

Hats and other headgear, of felt, or plaited or made by
assembling strips of any material, or knitted or crocheted or
made up from lace or other textile fabric in the piece;
hairnets

14.19.43
その他の帽子類（ゴム製、プラスチック製を除く）、安全帽及びアスベスト
製の帽子、ヘッドバンド、裏地、カバー、帽子の芯、帽子の枠、帽子類の
つばや顎ひも

Other headgear, except headgear of rubber or of plastics,
safety headgear and asbestos headgear; headbands, linings,
covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps,
for headgear

14.19.9 他の衣類やアクセサリーの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other wearing apparel and accessories

14.19.99 他の衣類やアクセサリーの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other wearing apparel and accessories

14.3 編み物又は鉤針編みの衣服 Knitted and crocheted apparel

14.31 編み物又は鉤針編みの靴下類 Knitted and crocheted hosiery

14.31.1
パンティーストッキング、タイツ、ストッキング、靴下及びその他の靴下類
（編み物又は鉤針編みのもの）

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery,
knitted or crocheted

14.31.10
パンティーストッキング、タイツ、ストッキング、靴下及びその他の靴下類
（編み物又は鉤針編みのもの）

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery,
knitted or crocheted

14.31.9 編み物又は鉤針編みの靴下類の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
knitted and crocheted hosiery

14.31.99 編み物又は鉤針編みの靴下類の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
knitted and crocheted hosiery

14.39 他の編み物又は鉤針編みの衣服 Other knitted and crocheted apparel

14.39.1
ジャージ、プルオーバー、カーディガン、ベスト及び類似の製品（編み物又
は鉤針編みのもの）

Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar
articles, knitted or crocheted

14.39.10
ジャージ、プルオーバー、カーディガン、ベスト及び類似の製品（編み物又
は鉤針編みのもの）

Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar
articles, knitted or crocheted

14.39.9 他の編み物又は鉤針編みの衣服の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other knitted and crocheted apparel

14.39.99 他の編み物又は鉤針編みの衣服の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other knitted and crocheted apparel

20 化学物質及び化学製品 Chemicals and chemical products

20.6 人造繊維 Man-made fibres

20.60 人造繊維 Man-made fibres

20.60.1 合成繊維 Synthetic fibres

20.60.11 合成繊維短繊維、（カード又はコームされていないもの） Synthetic staple and tow, not carded or combed

20.60.12 ポリアミド・ポリエステル強力短繊維糸 Polyamide and polyester high tenacity filament yarn

20.60.13 その他の合成短繊維糸、シングル Other synthetic filament yarn, single

20.60.14 合成繊維単一種長繊維; ストリップ等の合成繊維材料
Synthetic monofilament; strip and the like, of synthetic
textile materials

20.60.2 人工繊維 Artificial fibres

20.60.21 人工繊維短繊維、（カード又はコームされていないもの） Artificial staple and tow, not carded or combed

20.60.22 ビスコース強力短繊維糸 Viscose high tenacity filament yarn

20.60.23 他の人工短繊維糸、シングル Other artificial filament yarn, single

20.60.24 人工単一種長繊維; 人工繊維材料のストリップ等
Artificial monofilament; strip and the like of artificial textile
materials

20.60.9 人造繊維の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
man-made fibres

20.60.99 人造繊維の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
man-made fibres
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16
家具を除く木及び木製品、コルク製品；わら及び編み物用材料で作られ
た製品

Wood and of products of wood and cork, except furniture;
articles of straw and plaiting materials

16.1 木（鋸で切られ鉋がけされたもの） Wood, sawn and planed

16.10 木（鋸で切られ鉋がけされたもの） Wood, sawn and planed

16.10.1
木（細長く切られ、スライスされ、皮を剥いだ厚さ6ミリメートルを超えるも
の）；鉄道又は路面電車の枕木で含浸されていないもの

Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a
thickness > 6 mm; railway or tramway sleepers of wood not
impregnated

16.10.10
厚さ6 mmを超える、縦に挽かれた、または欠けた、スライスまたは丸はぎ
にした木材；鉄道または含浸されていない路面電車の枕木

Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a
thickness > 6 mm; railway or tramway sleepers of wood not
impregnated

16.10.2
縁又は面に沿って一定の整形がなされている木；木毛；木粉、チップ又は
粒子状の木材

Wood continuously shaped along any of its edges or faces;
wood wool; wood flour; wood in chips or particles

16.10.21
縁又は面に沿って一定の整形がなされている針葉樹材（寄木細工床用に
使われるストリップ状、フリーズ状のもので集成されていないもの、数珠つ
なぎ状、型どりしたものを含む）

Wood, continuously shaped along any of its edges or faces
(including strips and friezes for parquet flooring, not
assembled, and beadings and mouldings), of coniferous wood

16.10.22
縁又は面に沿って一定の整形がなされている竹材（寄木細工床用に使わ
れるストリップ状、フリーズ状のもので集成されていないもの、数珠つなぎ
状、型どりしたものを含む）

Wood, continuously shaped along any of its edges or faces
(including strips and friezes for parquet flooring, not
assembled, and beadings and mouldings) of bamboo

16.10.23
縁又は面に沿って一定の整形がなされているその他の木材（寄木細工床
用に使われるストリップ状、フリーズ状のもので集成されていないもの、数
珠つなぎ状、型どりしたものを含む）

Wood, continuously shaped along any of its edges or faces
(including strips and friezes for parquet flooring, not
assembled, and beadings and mouldings), of other wood

16.10.3
未製材の木材；含浸された又は他の方法で処理された鉄道又は路面電
車の横つなぎの枕木

Wood in the rough; railway or tramway sleepers (cross-ties)
of wood, impregnated or otherwise treated

16.10.31
未製材の木材（塗料、着色剤、クレオソート又は他の防腐剤で処理された
もの）

Wood in the rough, treated with paint, stains, creosote or
other preservatives

16.10.32 鉄道又は路面電車の横つなぎの枕木（含浸されたもの）
Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood,
impregnated

16.10.39 他の未製材の木材（割ってある支柱用、杭木用を含む） Other wood in the rough, including split poles and pickets

16.10.9
木材の乾燥、含浸又は化学処理サービス；木材（鋸で切られ鉋がけされ
たもの）の製造の一部請負事業

Drying, impregnation or chemical treatment services of
timber; sub-contracted operations as part of manufacturing
of wood, sawn and planed

16.10.91 木材の乾燥、含浸又は化学処理サービス
Drying, impregnation or chemical treatment services of
timber

16.10.99 木材（鋸で切られ鉋がけされたもの）の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wood, sawn and planed

16.2 木、コルク、わら及び編み物用材料で作られた製品 Products of wood, cork, straw and plaiting materials

16.21 ベニア板のシート及び木質パネル Veneer sheets and wood-based panels

16.21.1
合板、ベニヤパネル及び類似の積層木材;パーティクルボード及び木又は
他の木質材料による類似の板

Plywood, veneered panels and similar laminated wood;
particle boards and similar boards of wood or other ligneous
materials

16.21.11 合板、ベニヤパネル及び類似の積層木材（竹製のもの）
Plywood, veneered panels and similar laminated wood, of
bamboo

16.21.12 パーティクルボード Particle board

16.21.13 配向性ストランドボード（OSB） Oriented strand board (OSB)

16.21.14 木又は他の木質材料によるその他の板 Other board of wood or other ligneous materials

16.21.2 ベニヤシート;合板用シート；圧縮木材 Veneer sheets; sheets for plywood; densified wood

16.21.21
厚さが6mm以下のベニア板のシート、合板製造用のシート及び鋸引き、
薄切り、丸はぎにした木材（針葉樹材） Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes

16.21.22 ブロック状、板状、ストリップ状又はプロファイル形状の圧縮木材

Veneer sheets and sheets for plywood and other wood
sawn lengthwise, sliced or peeled, of a thickness ≦ 6 mm of
coniferous wood

16.21.9
ボードとパネルの仕上げサービス；ベニアシート及び木質パネルの製造
の一部請負事業

Finishing services of boards and panels; sub-contracted
operations as part of manufacturing of veneer sheets and
wood-based panels

16.21.91 ボードとパネルの仕上げサービス Finishing services of boards and panels

16.21.99 ベニアシート及び木質パネルの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
veneer sheets and wood-based panels

16.22 寄木細工による床 Assembled parquet floors

16.22.1 寄木細工パネル Assembled parquet panels

16.22.10 寄木細工パネル Assembled parquet panels

16.22.9 寄木細工による床の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
assembled parquet floors

16.22.99 寄木細工による床の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
assembled parquet floors

16.23 その他の建築業の木工及び建具 Other builders' carpentry and joinery

16.23.1 プレハブ建造物を除く木工及び建具（木材）
Builders' joinery and carpentry (except prefabricated
buildings), of wood

16.23.11 木製の窓、フランス窓及びその窓枠、ドア及びドア枠並びに敷居
Windows, French windows and their frames, doors and their
frames and thresholds, of wood

16.23.12 木製のコンクリート工事のための型枠、屋根板及びこけら
Shuttering for concrete constructional work, shingles and
shakes, of wood

16.23.19 他に分類されない建築業の木工及び建具 Builders' joinery and carpentry, of wood, n.e.c.

大分類

中分類

製造業

木材・木製品製造業（家具を除く）
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16.23.2 プレハブ木造建物 Prefabricated wooden buildings

16.23.20 プレハブ木造建物 Prefabricated wooden buildings

16.23.9 他の建築業の木工及び建具の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other builders' carpentry and joinery

16.23.99 他の建築業の木工及び建具の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other builders' carpentry and joinery

16.24 木製容器 Wooden containers

16.24.1 木製容器 Wooden containers

16.24.12 木製の樽及び樽製造業者の製品 Barrels and coopers' products of wood

16.24.13 その他の木製容器及びその部分品 Other wooden containers and parts thereof

16.24.9 木製容器の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wooden containers

16.24.99 木製容器の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wooden containers

16.29 その他の木製品；コルク、わら及び編み物用材料で作られた製品
Other products of wood; articles of cork, straw and plaiting
materials

16.29.1 その他の木製品 Other products of wood

16.29.11
木製の工具、工具本体、工具の柄、箒又はブラシの本体及柄、喫煙パイ
プの製造用ブロック、ブーツ又は靴の靴型及び木具

Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and
handles, blocks for the manufacture of smoking pipes, boot
or shoe lasts and trees, of wood

16.29.12 木製の食卓用品及び台所用品 Tableware and kitchenware, of wood

16.29.13
木製はめ込み細工及び象眼細工、木製の宝石ケース、刃物ケース、類似
の木製品；木製の彫像及び他の装飾品

Wood marquetry and inlaid wood, cases for jewellery or
cutlery and similar articles of wood, statuettes and other
ornaments, of wood

16.29.14 絵画、写真、鏡又は類似製品の木枠及びその他の木製品
Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar
objects and other articles of wood

16.29.2
コルク、わら及び編み物用材料で作られた製品；籠細工品及び枝編み細
工

Articles of cork, straw or other plaiting materials; basket
ware and wickerwork

16.29.21
天然コルク（裏張りされたもの、大雑把な立法形のもの、ブロック状、プ
レート状、シート状、ストリップ状）；天然コルク（砕いたもの、粒状、粉状）；
コルクくず

Natural cork, debacked or roughly squared or in blocks,
plates, sheets or strip; crushed, granulated or ground cork;
waste cork

16.29.22 天然コルクの製品 Articles of natural cork

16.29.23
凝集コルクによるブロック、プレート、シート及びストリップ、任意形状のタ
イル、円柱体

Blocks, plates, sheets and strips, tiles of any shape, solid
cylinders, of agglomerated cork

16.29.24 他に分類されない凝集コルク；凝集コルク製品 Agglomerated cork; articles of agglomerated cork n.e.c.

16.29.25
わら、エスパルト又は他の編み物用材料による製造；籠細工品及び枝編
み細工

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting
materials; basket ware and wickerwork

16.29.9
木材とコルク（家具を除く）、わら及び編み物用材料による製造サービス；
他の木製品並びにコルク、わら及び他の編み物用材料による製品の製
造の一部請負事業

Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting
material manufacturing services; sub-contracted operations
as part of manufacturing of other products of wood, articles
of cork, straw and plaiting materials

16.29.91 木材とコルク（家具を除く）、わら及び編み物用材料による製造サービス
Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting
material manufacturing services

16.29.99
他の木製品並びににコルク、わら及び他の編み物用材料による製品の製
造の一部請負事業

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other products of wood, articles of cork, straw and plaiting
materials
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16
家具を除く木及び木製品、コルク製品；わら及び編み物用材料で作られ
た製品

Wood and of products of wood and cork, except furniture;
articles of straw and plaiting materials

16.2 木、コルク、わら及び編み物用材料で作られた製品 Products of wood, cork, straw and plaiting materials

16.22 寄木細工による床 Assembled parquet floors

16.22.1 寄木細工パネル Assembled parquet panels

16.22.10 寄木細工パネル Assembled parquet panels

16.22.9 寄木細工による床の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
assembled parquet floors

16.22.99 寄木細工による床の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
assembled parquet floors

16.23 その他の建築業の木工及び建具 Other builders' carpentry and joinery

16.23.1 プレハブ建造物を除く木工及び建具（木材）
Builders' joinery and carpentry (except prefabricated
buildings), of wood

16.23.11 木製の窓、フランス窓及びその窓枠、ドア及びドア枠並びに敷居
Windows, French windows and their frames, doors and their
frames and thresholds, of wood

16.23.12 木製のコンクリート工事のための型枠、屋根板及びこけら
Shuttering for concrete constructional work, shingles and
shakes, of wood

16.23.19 他に分類されない建築業の木工及び建具 Builders' joinery and carpentry, of wood, n.e.c.

16.23.2 プレハブ木造建物 Prefabricated wooden buildings

16.23.20 プレハブ木造建物 Prefabricated wooden buildings

16.23.9 他の建築業の木工及び建具の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other builders' carpentry and joinery

16.23.99 他の建築業の木工及び建具の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other builders' carpentry and joinery

16.29 その他の木製品；コルク、わら及び編み物用材料で作られた製品
Other products of wood; articles of cork, straw and plaiting
materials

16.29.1 その他の木製品 Other products of wood

16.29.11
木製の工具、工具本体、工具の柄、箒又はブラシの本体及柄、喫煙パイ
プの製造用ブロック、ブーツ又は靴の靴型及び木具

Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and
handles, blocks for the manufacture of smoking pipes, boot
or shoe lasts and trees, of wood

16.29.12 木製の食卓用品及び台所用品 Tableware and kitchenware, of wood

16.29.13
木製はめ込み細工及び象眼細工、木製の宝石ケース、刃物ケース、類似
の木製品；木製の彫像及び他の装飾品

Wood marquetry and inlaid wood, cases for jewellery or
cutlery and similar articles of wood, statuettes and other
ornaments, of wood

16.29.14 絵画、写真、鏡又は類似製品の木枠及びその他の木製品
Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar
objects and other articles of wood

16.29.2
コルク、わら及び編み物用材料で作られた製品；籠細工品及び枝編み細
工

Articles of cork, straw or other plaiting materials; basket
ware and wickerwork

16.29.21
天然コルク（裏張りされたもの、大雑把な立法形のもの、ブロック状、プ
レート状、シート状、ストリップ状）；天然コルク（砕いたもの、粒状、粉状）；
コルクくず

Natural cork, debacked or roughly squared or in blocks,
plates, sheets or strip; crushed, granulated or ground cork;
waste cork

16.29.22 天然コルクの製品 Articles of natural cork

16.29.23
凝集コルクによるブロック、プレート、シート及びストリップ、任意形状のタ
イル、円柱体

Blocks, plates, sheets and strips, tiles of any shape, solid
cylinders, of agglomerated cork

16.29.24 他に分類されない凝集コルク；凝集コルク製品 Agglomerated cork; articles of agglomerated cork n.e.c.

16.29.25
わら、エスパルト又は他の編み物用材料による製造；籠細工品及び枝編
み細工

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting
materials; basket ware and wickerwork

16.29.9
木材とコルク（家具を除く）、わら及び編み物用材料による製造サービス；
他の木製品並びにコルク、わら及び他の編み物用材料による製品の製
造の一部請負事業

Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting
material manufacturing services; sub-contracted operations
as part of manufacturing of other products of wood, articles
of cork, straw and plaiting materials

16.29.91 木材とコルク（家具を除く）、わら及び編み物用材料による製造サービス
Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting
material manufacturing services

16.29.99
他の木製品並びににコルク、わら及び他の編み物用材料による製品の製
造の一部請負事業

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other products of wood, articles of cork, straw and plaiting
materials

31 家具 Furniture

31.0 家具 Furniture

31.00 座席及びその部品；家具の部品 Seats and parts thereof; parts of furniture

31.00.1 座席及びその部品 Seats and parts thereof

31.00.11 主に金属フレームの座席 Seats, primarily with metal frames

31.00.12 主に木製のフレームの座席 Seats, primarily with wooden frames

31.00.13 他の座席 Other seats

31.00.14 座席の部品 Parts of seats

31.00.2 家具の部品（座席を除く） Parts of furniture (except seats)

31.00.20 家具の部品（座席を除く） Parts of furniture (except seats)

31.00.9
椅子と座席の布張りサービス；座席、その部品及び家具の部品の製造の
一部請負作業

Upholstering services of chairs and seats; sub-contracted
operations as part of manufacturing of seats, parts thereof
and parts of furniture

大分類

中分類

製造業

家具・装備品製造業
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31.00.91 椅子と座席の布張りサービス Upholstering services of chairs and seats

31.00.99 椅子、その部分品及び家具の部品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
seats, parts thereof and parts of furniture

31.01 オフィス及び店用家具 Office and shop furniture

31.01.1 オフィス及び店用家具 Office and shop furniture

31.01.11 オフィスで使用される種類の金属家具 Metal furniture of a kind used in offices

31.01.12 オフィスで使用される種類の木製家具 Wooden furniture of a kind used in offices

31.01.13 店用の木製家具 Wooden furniture for shops

31.01.9 オフィス及び店用家具の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
office and shop furniture

31.01.99 オフィス及び店用家具の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
office and shop furniture

31.02 キッチン家具 Kitchen furniture

31.02.1 キッチン家具 Kitchen furniture

31.02.10 キッチン家具 Kitchen furniture

31.02.9 キッチン家具の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
kitchen furniture

31.02.99 キッチン家具の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
kitchen furniture

31.03 マットレス Mattresses

31.03.1 マットレス Mattresses

31.03.11 マットレスサポート Mattress supports

31.03.12 マットレスサポートを除くマットレス Mattresses, excluding mattress supports

31.03.9 マットレスの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
mattresses

31.03.99 マットレスの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
mattresses

31.09 他の家具 Other furniture

31.09.1 他の家具 Other furniture

31.09.11 他に分類されない金属製の家具 Metal furniture n.e.c.

31.09.12
ベッドルーム、ダイニングルーム、リビングルームで使用される種類の木
製家具

Wooden furniture of a kind used in the bedroom, in the
dining room and in the living room

31.09.13 他に分類されない木製家具 Wooden furniture n.e.c.

31.09.14 プラスチック又は他の材料の家具（例えば、杖、砂又は竹）
Furniture of plastics or other materials (e.g., cane, osier or
bamboo)

31.09.9 新しい家具の仕上げサービス；他の家具の製造の一部請負事業
Finishing services of new furniture; sub-contracted
operations as part of manufacturing of other furniture

31.09.91 新しい家具の仕上げサービス（椅子と座席の布張りを除く）
Finishing services of new furniture (except upholstering of
chairs and seats)

31.09.99 他の家具の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other furniture
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17 紙及び紙製品 Paper and paper products

17.1 パルプ、紙及び板紙 Pulp, paper and paperboard

17.11 パルプ Pulp

17.11.1 木材パルプ及び他の繊維質セルロース Pulps of wood or other fibrous cellulosic material

17.11.11 化学木材パルプ（溶解用） Chemical wood pulp, dissolving grades

17.11.12 化学木材パルプ（ソーダ又は硫酸塩）（溶解用以外）
Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving
grades

17.11.13 化学木材パルプ（亜硫酸塩）（溶解用以外） Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades

17.11.14
機械的木材パルプ；セミ化学木材パルプ；木材以外の繊維質セルロース
のパルプ

Mechanical wood pulp; semi-chemical wood pulp; pulps of
fibrous cellulosic material other than wood

17.11.9 パルプ製造の一部請負事業 Sub-contracted operations as part of manufacturing of pulp

17.11.99 パルプ製造の一部請負事業 Sub-contracted operations as part of manufacturing of pulp

17.12 紙及び板紙 Paper and paperboard

17.12.1
新聞用紙、手すきの紙、その他の塗布されていない紙又はグラフィック用
の板紙

Newsprint, handmade paper and other uncoated paper or
paperboard for graphic purposes

17.12.11 新聞用紙（ロール状又はシート状） Newsprint, in rolls or sheets

17.12.12 手すきの紙及び板紙 Handmade paper and paperboard

17.12.13
感光紙、感熱紙又は電気感光紙の基材として使用される紙及び板紙、
カーボン原紙、壁紙材

Paper and paperboard used as a base for photo-sensitive,
heat-sensitive or electro-sensitive paper; carbonising base
paper; wallpaper base

17.12.14 他のグラフィック用の紙及び板紙 Other paper and paperboard for graphic purposes

17.12.2
トイレットペーパー又は顔用ティッシュ、ペーパータオル又はペーパーナプ
キン、セルロース詰め物及び網状のセルロース繊維

Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock, cellulose
wadding and webs of cellulose fibres

17.12.20
トイレットペーパー又は顔用ティッシュ、ペーパータオル又はペーパーナプ
キン、セルロース詰め物及び網状のセルロース繊維

Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock, cellulose
wadding and webs of cellulose fibres

17.12.3 容器用板紙 Containerboard

17.12.31 クラフトライナー（未漂白の、コーティングされていないもの） Kraftliner, unbleached, uncoated

17.12.32 ホワイトトップクラフトライナー、コーティングされたクラフトライナー White top kraftliner; coated kraftliner

17.12.33 セミケミカル中芯原紙 Semi chemical fluting

17.12.34 再生中芯原紙及びその他の中芯原紙 Recycled fluting and other fluting

17.12.35 テストライナー（再生ライナー） Testliner (recycled liner board)

17.12.4 未コーティング紙 Uncoated paper

17.12.41
未コーティングのクラフト紙、袋のクラフト紙（クレープ加工の又は縮らせ
たクラフト紙） Uncoated kraft paper; sack kraft paper, creped or crinkled

17.12.42
亜硫酸塩包装紙及びその他の未コーティング紙（筆記、印刷その他のグ
ラフィック目的に使用されるものを除く。）

Sulphite wrapping paper and other uncoated paper (other
than that of a kind used for writing, printing or other graphic
purposes)

17.12.43 濾紙と板紙；フェルト紙 Filter paper and paperboard; felt paper

17.12.44 カットされていない、冊子状又はチューブ状ではないシガレット用紙
Cigarette paper not cut to size or in form of booklets or
tubes

17.12.5
未コーティングの板紙（筆記、印刷、その他のグラフィック目的に使用され
ているものを除く）

Uncoated paperboard (other than that of a kind used for
writing, printing or other graphic purposes)

17.12.51 未コーティングの内側が灰色の板紙 Uncoated, inside grey paperboard

17.12.59 他の未コーティングの板紙 Other uncoated paperboard

17.12.6
植物性の模造羊皮紙、耐油紙、トレーシングペーパー、グラシン紙、他の
光沢のある透明紙又は半透明紙

Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers
and glassine and other glazed transparent or translucent
papers

17.12.60
植物性の模造羊皮紙、耐油紙、トレーシングペーパー、グラシン紙、他の
光沢のある透明紙又は半透明紙

Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers
and glassine and other glazed transparent or translucent
papers

17.12.7 加工紙及び板紙 Processed paper and paperboard

17.12.71 複合紙及び板紙（表面被覆又は含浸されていないもの）
Composite paper and paperboard, not surface-coated or
impregnated

17.12.72
紙及び板紙（クレープ加工、ひだ寄せ、エンボス加工又は穴あけされたも
の）

Paper and paperboard, creped, crinkled, embossed or
perforated

17.12.73
カオリン又は他の無機物質でコーティングされた紙及び板紙（筆記、印
刷、その他のグラフィック目的に使用されるもの）

Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or
other graphic purposes, coated with kaolin or with other
inorganic substances

17.12.74
カオリン又は他の無機物質でコーティングされたクラフト紙（筆記、印刷、
その他のグラフィック目的に使用される種類のものを除く）

Kraft paper (other than that of a kind used for writing,
printing or other graphic purposes), coated with kaolin or
with other inorganic substances

17.12.75
カオリン又は他の無機物質でコーティングされたクラフト板紙（筆記、印
刷、その他のグラフィック目的に使用される種類のものを除く）

Kraft paperboard (other than that of a kind used for writing,
printing or other graphic purposes), coated with kaolin or
with other inorganic substances

17.12.76
カーボン紙、複写紙及び他の複写又は転写紙（ロール状又はシート状の
もの）

Carbon paper, self-copy paper and other copying or
transfer paper, in rolls or sheets

17.12.77
紙、板紙、セルロースの詰め物及び網状セルロース繊維（コーティングさ
れたもの、含浸させたもの、被覆されたもの、表面に色づけ又は印刷され
たもの（ロール状又はシート状））

Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose
fibres, coated, impregnated, covered, surface coloured or
printed, in rolls or sheets

大分類

中分類

製造業

パルプ・紙・紙加工品製造業
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17.12.78
カオリン又は他の無機物質でコーティングされた内部が灰色の板紙（筆
記、印刷、その他のグラフィック目的に使用されるものを除く）

Inside grey paperboard (other than that of a kind used for
writing, printing or other graphic purposes), coated with
kaolin or with other inorganic substances

17.12.79
カオリン又は他の無機物質でコーティングされたその他の板紙（筆記、印
刷、その他のグラフィック目的に使用されるものを除く）

Other paperboard (other than that of a kind used for writing,
printing or other graphic purposes), coated with kaolin or
with other inorganic substances

17.12.9 紙及び板紙の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
paper and paperboard

17.12.99 紙及び板紙の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
paper and paperboard

17.2 紙及び板紙の製品 Articles of paper and paperboard

17.21 段ボール紙及び段ボールの板紙並びに紙及び板紙の容器
Corrugated paper and paperboard and containers of paper
and paperboard

17.21.1 段ボール紙及び段ボールの板紙並びに紙及び板紙の容器
Corrugated paper and paperboard and containers of paper
and paperboard

17.21.11 段ボール（ロール状又はシート状） Corrugated board, in rolls or sheets

17.21.12 紙の袋とバッグ Sacks and bags of paper

17.21.13 段ボール又は板紙段ボールで作ったカートン、箱及びケース
Cartons, boxes and cases, of corrugated board or
corrugated paperboard

17.21.14
段ボールではない紙又は板紙による折りたたみのカートン、箱及びケー
ス

Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper
or paperboard

17.21.15
オフィス、店舗などで使用される紙製のボックスファイル、レタートレイ、収
納ボックス及び類似の製品

Box files, letter trays, storage boxes and similar articles of a
kind used in offices, shops or the like, of paper

17.21.9
段ボール紙及び段ボールの板紙並びに紙及び板紙の容器の製造の一
部請負事業

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
corrugated paper and paperboard and containers of paper
and paperboard

17.21.99
段ボール紙及び段ボールの板紙並びに紙及び板紙の容器の製造の一
部請負事業

Sub-contracted operations as part of manufacturing of
corrugated paper and paperboard and containers of paper
and paperboard

17.22 家庭用品、衛生用品及びトイレ用品 Household and sanitary goods and toilet requisites

17.22.1 家庭用及びトイレ用の紙及び紙製品 Household and toilet paper and paper products

17.22.11
紙パルプ、紙、セルロースの詰め物又は網状セルロース繊維で作られた
トイレットペーパー、ハンカチ、クレンジング用又は顔用のティッシュ及びタ
オル並びにテーブルクロス及びナプキン

Toilet paper, handkerchiefs, cleansing or facial tissues and
towels, tablecloths and serviettes, of paper pulp, paper,
cellulose wadding or webs of cellulose fibres

17.22.12
紙パルプ、紙、セルロースの詰め物又は網状セルロース繊維で作られた
衛生タオル及びタンポン、乳幼児用のナプキン及びナプキンライナー、類
似の衛生用品並びに衣類及び衣類アクセサリー製品

Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for
babies and similar sanitary articles and articles of apparel
and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose
wadding or webs of cellulose fibres

17.22.13 紙又は板紙で作られたトレイ、皿、プレート及びカップなど
Trays, dishes, plates and cups and the like, of paper or
paperboard

17.22.9 家庭用品、衛生用品及びトイレ用品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
household and sanitary goods and toilet requisites

17.22.99 家庭用品、衛生用品及びトイレ用品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
household and sanitary goods and toilet requisites

17.23 紙製の文房具 Paper stationery

17.23.1 紙製の文房具 Paper stationery

17.23.11
カーボン紙、複写紙及び他の複写又は転写紙；複写機ステンシル及び紙
製のオフセット版

Carbon paper, self-copy paper and other copying or
transfer papers; duplicator stencil and offset plates of paper

17.23.12
紙又は板紙製の封筒、レターカード、葉書及び通信用カード；紙又は板紙
製の箱、ポーチ、財布及びライティング･コンペンディウム（各種書簡用紙
の詰め合わせ） （紙製の文房具を含む）

Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence
cards of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and
writing compendiums of paper or paperboard, containing
paper stationery

17.23.13 紙又は板紙製の登録簿、出納簿、バインダー、書式及びその他の文房具
Registers, account books, binders, forms and other articles
of stationery, of paper or paperboard

17.23.14
筆記、印刷、その他のグラフィック目的に使用されるその他の紙及び板紙
（印刷、エンボス加工又は穴あけされたもの）

Other paper and paperboard, of a kind used for writing or
printing or other graphic purposes, printed, embossed or
perforated

17.23.9 紙製文房具の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
paper stationery

17.23.99 紙製文房具の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
paper stationery

17.24 壁紙 Wallpaper

17.24.1 壁紙 Wallpaper

17.24.11 壁紙及び類似の壁被覆材；窓用の透かし紙
Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies
of paper

17.24.12 織物製の壁被覆材 Textile wall coverings

17.24.9 壁紙の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wallpaper

17.24.99 壁紙の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
wallpaper

17.29 その他の紙及び板紙製品 Other articles of paper and paperboard

17.29.1 その他の紙及び板紙製品 Other articles of paper and paperboard

17.29.11 紙又は板紙のラベル Labels of paper or paperboard

17.29.12 紙パルプ製のフィルター･ブロック、スラブ及びプレート Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp

17.29.19
タバコ紙、糸巻き、スプール、コップ及び類似の支持体；濾紙及び板紙の
濾紙；他に分類されないその他の紙及び板紙製品

Cigarette paper; bobbins, spools, cops and similar supports;
filter paper and paperboard; other articles of paper and
paperboard n.e.c.

17.29.9 他の紙及び板紙製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other articles of paper and paperboard

17.29.99 他の紙及び板紙製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other articles of paper and paperboard
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18 記録媒体の印刷及び複製サービス Printing and reproduction services of recorded media

18.1 印刷サービス及び印刷関連サービス Printing services and services related to printing

18.11 新聞印刷サービス Newspaper printing services

18.11.1 新聞印刷サービス Newspaper printing services

18.11.10 新聞印刷サービス Newspaper printing services

18.12 その他の印刷サービス Other printing services

18.12.1 その他の印刷サービス Other printing services

18.12.11
郵便切手、課税スタンプ、題名用書類、スマートカード、小切手及び他の
セキュリティペーパーなどの印刷サービス

Printing services for postage stamps, taxation stamps,
documents of titles, smart cards, cheques and other
security papers and the like

18.12.12 広告カタログ、見通し、ポスター及びその他の印刷広告の印刷サービス
Printing services for advertising catalogues, prospects,
posters and other printed advertising

18.12.13 週4回以下のジャーナルや定期刊行物の印刷サービス
Printing services for journals and periodicals, appearing less
than four times a week

18.12.14
本、地図、すべての種類の水路図又は類似の図面、絵、図案及び写真、
ポストカードの印刷サービス

Printing services for books, maps, hydrographic or similar
charts of all kinds, pictures, designs and photographs,
postcards

18.12.15 ラベルとタグの印刷サービス Printing services for labels and tags

18.12.16 紙以外の素材に直接印刷するサービス Printing services directly onto materials other than paper

18.12.19 他に分類されないその他の印刷サービス Other printing services n.e.c.

18.13 印刷前工程サービス Pre-press and pre-media services

18.13.1 印刷前工程サービス Pre-press services

18.13.10 印刷前工程サービス Pre-press services

18.13.2 印刷に使用する印刷版又は印刷シリンダ及びその他の印字媒体
Printing plates or cylinders and other impressed media for
use in printing

18.13.20 印刷に使用する印刷版又は印刷シリンダ及びその他の印字媒体
Printing plates or cylinders and other impressed media for
use in printing

18.13.3 印刷に関する補助的サービス Ancillary services related to printing

18.13.30 印刷に関する補助的サービス Ancillary services related to printing

18.14 製本及び関連サービス Binding and related services

18.14.1 製本及び関連サービス Binding and related services

18.14.10 製本及び関連サービス Binding and related services

58 出版サービス Publishing services

58.1 本、定期刊行物及びその他の出版サービス
Publishing services of books, periodicals and other
publishing services

58.19 その他の出版サービス Other publishing services

58.19.1 その他の印刷物出版サービス Other printed matter publishing services

58.19.19 その他の印刷物 Other printed matter

大分類

中分類

製造業

印刷・同関連業
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16
家具を除く木及び木製品、コルク製品；わら及び編み物用材料で作られ
た製品

Wood and of products of wood and cork, except furniture;
articles of straw and plaiting materials

16.2 木、コルク、わら及び編み物用材料で作られた製品 Products of wood, cork, straw and plaiting materials

16.24 木製容器 Wooden containers

16.24.1 木製容器 Wooden containers

16.24.11 木製のパレット、箱パレット及びその他の荷ボード Pallets, box pallets and other load boards of wood

18 記録媒体の印刷及び複製サービス Printing and reproduction services of recorded media

18.2 記録媒体の複製サービス Reproduction services of recorded media

18.20 記録媒体の複製サービス Reproduction services of recorded media

18.20.1 録音の複製サービス Reproduction services of sound recording

18.20.10 録音の複製サービス Reproduction services of sound recording

18.20.2 録画の複製サービス Reproduction services of video recording

18.20.20 録画の複製サービス Reproduction services of video recording

18.20.3 ソフトウェアの複製サービス Reproduction services of software

18.20.30 ソフトウェアの複製サービス Reproduction services of software

20 化学物質及び化学製品 Chemicals and chemical products

20.5 他の化学製品 Other chemical products

20.51 爆薬 Explosives

20.51.1
調整火薬、安全導火線、爆発装置又は雷管、点火薬、電動起爆装置、花
火

Prepared explosives; safety fuses; percussion or detonating
gaps; igniters; electric detonators; fireworks

20.51.11 発射火薬と調整火薬 Propellant powders and prepared explosives

20.51.12 安全導火線、爆発用導火線、雷管、点火薬、電動起爆装置
Safety fuses; detonating fuses; caps; igniters; electric
detonators

20.51.13 花火 Fireworks

20.51.14
信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品及びその他の火工品（花火
を除く）

Signalling flares, rain rockets, fog signals and other
pyrotechnic articles, excluding fireworks

20.51.2 マッチ Matches

20.51.20 マッチ Matches

20.51.9 爆薬製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
explosives

20.51.99 爆薬製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
explosives

26 コンピューター、電子工学、工学製品 Computer, electronic and optical products

26.5 計測、試験、操縦装置、腕時計、時計
Measuring, testing and navigating equipment; watches and
clocks

26.52 腕時計及び置き（掛け）時計 Watches and clocks

26.52.1 腕時計及び置き（掛け）時計（ムーブメントや部品を除く） Watches and clocks, except movements and parts

26.52.11 その他の腕時計、懐中時計（貴金属の側又は貴金属で覆われたもの）
Wrist-watches, pocket-watches, with case of precious
metal or of metal clad with precious metal

26.52.12 その他の腕時計、懐中時計、その他の時計（ストップウォッチを含む）
Other wrist-watches, pocket-watches and other watches,
including stop-watches

26.52.13 車の計器盤の時計及び類似した乗り物の時計
Instrument panel clocks and clocks of a similar type for
vehicles

26.52.14 時計の動きを伴う時計; 目覚まし時計と壁時計; 他の時計
Clocks with watch movements; alarm clocks and wall clocks;
other clocks

26.52.2 腕時計と置き（掛け）時計のムーブメントと部品 Watch and clock movements and parts

26.52.21 組み立てられることで完成品となる腕時計のムーブメント Watch and clock movements

26.52.22 組み立てられることで完成品となる掛け時計のムーブメント Watch and clock cases and parts thereof

26.52.23
組み立てることなく、または部分的に組み立てることで完全品となる腕時
計のムーブメント；未完成の時計ムーブメントで組み立てたもの Other clock and watch parts

26.52.24 腕時計のラフムーブメント
Time-registers, time-recorders, parking meters; time
switches with clock or watch movement

26.52.25 完全、不完全、組み立てられていない掛け時計のラフムーブメント
Complete, incomplete and rough clock movements,
unassembled

26.52.26 時計用ケース及びその部分品 Watch and clock cases and parts thereof

26.52.27 その他の時計及び時計部品 Other clock and watch parts

26.52.28
タイムレジスタ、タイムレコーダー、パーキングメーター；時計又は時計
ムーブメントによる時間スイッチ

Time-registers, time-recorders, parking meters; time
switches with clock or watch movement

26.52.9 時計や時計の製造の一環請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
watches and clocks

26.52.99 時計や時計の製造の一環請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
watches and clocks

26.8 磁気及び光学媒体 Magnetic and optical media

26.80 磁気及び光学媒体 Magnetic and optical media

26.80.1 磁気及び光学媒体 Magnetic and optical media

大分類

中分類

製造業

その他の製造業
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26.80.13 ディスク製造のためのマトリックス及びマスターを含む他の記録媒体
Other recording media, including matrices and masters for
the production of disks

32 その他の製品 Other manufactured goods

32.1 宝石、貴金属類及び関連製品 Jewellery, bijouterie and related articles

32.11 硬貨 Coins

32.11.1 硬貨 Coins

32.11.10 硬貨 Coins

32.11.9 硬貨の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coins

32.11.99 硬貨の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
coins

32.12 宝石及び関連製品 Jewellery and related articles

32.12.1 宝石及び関連製品 Jewellery and related articles

32.12.11
加工されているが取り付けていない合成又は再構築されたものを含む養
殖真珠、貴石又は半貴石

Cultured pearls, precious or semi-precious stones, including
synthetic or reconstructed, worked but not set

32.12.12
加工された工業用ダイヤモンド；天然又は合成の貴石又は半貴石の粉じ
ん及び粉

Industrial diamonds, worked; dust and powder of natural or
synthetic precious or semi-precious stones

32.12.13 宝石品及びその部品；金細工又は銀細工の製品及びその部品
Articles of jewellery and parts thereof; articles of
goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof

32.12.14 その他の貴金属製品；天然又は養殖真珠、貴石又は半貴石製品
Other articles of precious metal; articles of natural or
cultured pearls, precious or semi precious stones

32.12.9 宝石及び関連製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
jewellery and related articles

32.12.99 宝石及び関連製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
jewellery and related articles

32.13 模造宝石類及び関連製品 Imitation jewellery and related articles

32.13.1 模造宝石類及び関連製品 Imitation jewellery and related articles

32.13.10 模造宝石類及び関連製品 Imitation jewellery and related articles

32.13.9 模造宝石品及び関連製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
imitation jewellery and related articles

32.13.99 模造宝石品及び関連製品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
imitation jewellery and related articles

32.2 楽器 Musical instruments

32.20 楽器 Musical instruments

32.20.1
ピアノ、オルガン及び他の弦楽器及び管楽器、キーボード；メトロノーム、
音さ；オルゴール用の機械仕掛け

Pianos, organs and other string and wind musical
instruments, keyboards; metronomes, tuning forks;
mechanisms for musical boxes

32.20.11 ピアノやその他の鍵盤弦楽器 Pianos and other keyboard stringed musical instruments

32.20.12 他の弦楽器 Other string musical instruments

32.20.13
キーボードパイプオルガン、ハーモニウム及び類似の楽器；アコーディオ
ン及び類似の楽器；ハーモニカ；管楽器

Keyboard pipe organs, harmoniums and similar instruments;
accordions and similar instruments; mouth organs; wind
instruments

32.20.14
音が生成される又は電気的に増幅されなければならない楽器又は鍵盤
楽器

Musical or keyboard instruments, the sound of which is
produced, or must be amplified, electrically

32.20.15 その他の楽器 Other musical instruments

32.20.16 メトロノーム、音さと調子笛；オルゴール用の機械仕掛け；楽器の弦
Metronomes, tuning forks and pitch pipes; mechanisms for
musical boxes; musical instrument strings

32.20.2 楽器の部品と附属品 Parts and accessories of musical instruments

32.20.20 楽器の部品と附属品 Parts and accessories of musical instruments

32.20.9 楽器製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
musical instruments

32.20.99 楽器製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
musical instruments

32.3 スポーツ用品 Sports goods

32.30 スポーツ用品 Sports goods

32.30.1 スポーツ用品 Sports goods

32.30.11
履物を除くスノースキーやその他のスノースキー用品；アイススケートと
ローラースケート；その部品

Snow-skis and other snow-ski equipment, except footwear;
ice skates and roller skates; parts thereof

32.30.12 スノースキーシューズ Snow-ski footwear

32.30.13
ウォータースキー、サーフボード、セイルボード、その他の水上スポーツ
用具

Water-skis, surfboards, sailboards and other water-sport
equipment

32.30.14 体育館、フィットネスセンター又は陸上競技用品及び装置
Gymnasium, fitness centre or athletics articles and
equipment

32.30.15
その他のスポーツ用品及び屋外用品；スイミングプール及びパドリング
プール

Other articles and equipment for sports or outdoor games;
swimming pools and paddling pools

32.30.16 釣り竿、他のラインフィッシングタックル；狩猟や釣りのための商品
Fishing rods, other line fishing tackle; articles for hunting or
fishing n.e.c.

32.30.9 スポーツ用品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
sports goods

32.30.99 スポーツ用品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
sports goods

32.4 ゲーム及びおもちゃ Games and toys

32.40 ゲーム及びおもちゃ Games and toys

32.40.1
人間のみを表す人形；動物又は人間ではない生き物を表すおもちゃ；そ
の部品

Dolls representing only human beings; toys representing
animals or non-human creatures; parts thereof

32.40.11 人間のみを表す人形 Dolls representing only human beings
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32.40.12 動物や人間ではない生き物を表すおもちゃ Toys representing animals or non-human creatures

32.40.13 人間のみを表す人形の部品と附属品 Parts and accessories of dolls representing human beings

32.40.2
おもちゃの列車とその附属品；他の小型モデルや建設セット、構成用おも
ちゃ

Toy trains and their accessories; other reduced-size
models or construction sets and constructional toys

32.40.20
おもちゃの列車とその附属品；他の小型モデルや建設セット、構成用おも
ちゃ

Toy trains and their accessories; other reduced-size
models or construction sets and constructional toys

32.40.3 おもちゃの楽器を含む他のおもちゃ Other toys, including toy musical instruments

32.40.31 子供が乗るように設計された車輪付きおもちゃ；人形の乗物
Wheeled toys designed to be ridden by children; dolls'
carriages

32.40.32 パズル Puzzles

32.40.39 他に分類されないゲーム及びおもちゃ Games and toys n.e.c.

32.40.4 その他のゲーム Other games

32.40.41 トランプ Playing cards

32.40.42
ビリヤード、遊園地及びテーブル又はパーラーゲーム用品；コイン又は
ディスク作動式の他のゲーム

Articles for billiards, articles for funfair, table or parlour
games; other games, coin- or disc-operated

32.40.9 ゲームやおもちゃの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
games and toys

32.40.99 ゲームやおもちゃの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
games and toys

32.5 医療及び歯科器具及び消耗品 Medical and dental instruments and supplies

32.50 医療及び歯科器具及び消耗品 Medical and dental instruments and supplies

32.50.4 眼鏡、レンズ及びその部品 Spectacles, lenses and parts thereof

32.50.41 コンタクトレンズ；あらゆる材料の眼鏡レンズ Contact lenses; spectacle lenses of any material

32.50.42 眼鏡、ゴーグル等矯正用、保護用又はその他のもの
Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or
other

32.50.43 眼鏡、ゴーグル等用のフレーム及びマウント Frames and mountings for spectacles, goggles or the like

32.50.44 眼鏡、ゴーグル等のフレーム及びマウントの部品
Parts of frames and mountings for spectacles, goggles or
the like

32.9 他に分類されない製品 Manufactured goods n.e.c.

32.91 ほうきとブラシ Brooms and brushes

32.91.1 ほうきとブラシ Brooms and brushes

32.91.11 家庭掃除用のほうき及びブラシ Brooms and brushes for household cleaning

32.91.12
人が使用するための歯ブラシ、ヘアブラシ及び他のトイレブラシ；芸術家
用ブラシ、筆及び化粧用ブラシ

Tooth brushes, hair brushes and other toilet brushes for
use on the person; artists' brushes, writing brushes and
brushes for cosmetics

32.91.19 他に分類されないその他のブラシ Other brushes n.e.c.

32.91.9 ほうきやブラシの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
brooms and brushes

32.91.99 ほうきやブラシの製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
brooms and brushes

32.99 他に分類されないその他の製品 Other manufactured goods n.e.c.

32.99.1
安全ヘッドギア；ペン、鉛筆、ボード、日付、シーリング又はナンバリング
スタンプ；タイプライターリボン、インクパッド

Safety headgear; pens and pencils, boards, date, sealing or
numbering stamps; typewriter ribbons, ink-pads

32.99.11 安全用ヘッドギア及びその他の安全製品 Safety headgear and other safety products

32.99.12
ボールペン；フェルトチップ及び他の多孔質チップのペン及びマーカー；
シャープペンシル又はスライドペン

Ball point pens; felt-tipped and other porous-tipped pens
and markers; propelling or sliding pencils

32.99.13 インディアンインクの描画ペン；万年筆、ステログラフペン、その他のペン
Indian ink drawing pens; fountain pens, stylograph pens and
other pens

32.99.14
筆記具、ペンホルダー及びペンホルダー及び同様のホルダーのセット；そ
の部品

Sets of writing implements, pen- and pencil-holders and
similar holders; parts thereof

32.99.15
鉛筆、クレヨン、シャープペンシルの芯、パステル、描画用木炭、筆記又
描画用チョーク及びテーラーのチョーク

Pencils, crayons, pencil leads, pastels, drawing charcoals,
writing or drawing chalks and tailors' chalks

32.99.16
スレートとボード；日付、シーリング又はナンバリングスタンプなど；タイプ
ライター又は同様のリボン；インクパッド

Slates and boards; date, sealing or numbering stamps and
the like; typewriter or similar ribbons; ink-pads

32.99.2 傘；つえ；ボタン；ボタンモールド；ファスナ；その部品
Umbrellas; walking-sticks; buttons; button-moulds;
fasteners; parts thereof

32.99.21 傘及び日傘；つえ、シートスティックなど
Umbrellas and sun umbrellas; walking-sticks, seat-sticks
and the like

32.99.22 傘、日傘、つえ、シートスティックなどの部品、飾り及び附属品
Parts, trimmings and accessories of umbrellas, sun
umbrellas, walking-sticks, seat-sticks and the like

32.99.23
プレスファスナー、スナップファスナー、プレススタッド及びそれらの部品；
ボタン；スライドファスナー

Press-fasteners, snap-fasteners, press-studs and parts
thereof; buttons; slide fasteners

32.99.24
ボタン金型及びボタンの他の部分；ボタンブランク：スライドファスナーの
部品

Button moulds and other parts of buttons; button blanks;
parts of slide fasteners

32.99.3 人又は動物の毛髪の製品；繊維材料の類似製品
Products of human or animal hair; similar products of textile
materials

32.99.30 人又は動物の毛髪の製品；繊維材料の類似製品
Products of human or animal hair; similar products of textile
materials

32.99.4
可燃性物質；液体又は液化ガス燃料の製品であるライター、パイプ及び
その部品

Lighters, pipes and parts thereof; articles of combustible
material; liquid or liquefied gas fuels

32.99.41
シガレットライター及び他のライター；喫煙パイプ及び葉巻又はたばこホル
ダー及びその部品

Cigarette lighters and other lighters; smoking pipes and
cigar or cigarette holders and parts thereof

32.99.42 ライターの部品；自然発火性合金；可燃製品
Parts of lighters; pyrophoric alloys; articles of combustible
materials

32.99.43 容器の容量が300㎤以下のライター用の液状又は液化ガス燃料
Liquid or liquefied-gas fuels for lighters, in containers of a
capacity ≦ 300 ㎤

32.99.5 他に分類されないその他の製品 Other articles n.e.c.

32.99.51 奇術やノベルティジョークを含む祭礼、カーニバル、その他の娯楽用品
Festive, carnival or other entertainment articles, including
conjuring tricks and novelty jokes
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32.99.52 香水用噴霧器その他これに類する噴霧器 Scent sprays and mounts and heads therefor

32.99.53 実証目的で設計された機器、装置及びモデル
Instruments, apparatus and models designed for
demonstrational purposes

32.99.54 キャンドル、細ろうそくなど Candles, tapers and the like

32.99.55 人工の花、葉、果実及びその部分品 Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof

32.99.59 他に分類されないその他の雑貨 Other miscellaneous articles n.e.c.

32.99.6 剥製サービス Taxidermy services

32.99.60 剥製サービス Taxidermy services

32.99.9 他に分類されないその他の製造品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other manufactured goods n.e.c.

32.99.99 他に分類されないその他の製造品の製造の一部請負事業
Sub-contracted operations as part of manufacturing of
other manufactured goods n.e.c.
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大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類 項目名 HS 2007 CPC 2 ISIC 4

2 食料品、飲料及びたばこ；紡織製品、衣料品及び皮革製品

21 肉、魚、果実、野菜、植物性油脂及び動物性油脂

211 肉及び肉製品

2111 哺乳動物の肉（生鮮又は冷蔵）

21111 牛の肉（生鮮又は冷蔵） 0201.10*,.20*, .30* 21111 1010

21112 水牛の肉（生鮮又は冷蔵） 0201.10*,.20*, .30* 21112 1010

21113 豚の肉（生鮮又は冷蔵） 0203.11 - .19 21113 1010

21114 ウサギ及び野ウサギの肉（生鮮又は冷蔵） 0208.10* 21114 1010

21115 羊の肉（生鮮又は冷蔵） 0204.10 - .23 21115 1010

21116 山羊の肉（生鮮又は冷蔵） 0204.50* 21116 1010

21117 ラクダ及びラクダ科の肉（生鮮又は冷蔵） 0208.60* 21117 1010

21118 馬及び他のウマ科の肉（生鮮又は冷蔵） 0205.00* 21118 1010

21119 その他の哺乳動物の肉（生鮮又は冷蔵） 0208.30*,.40*, .90* 21119 1010

2112 家禽類の肉（生鮮又は冷蔵）

21121 鶏肉（生鮮又は冷蔵） 0207.11,.13* 21121 1010

21122 あひるの肉（生鮮又は冷蔵） 0207.41,.44* 21122 1010

21123 ガチョウの肉（生鮮又は冷蔵） 0207.51,.54* 21123 1010

21124 七面鳥の肉（生鮮又は冷蔵） 0207.24,.26* 21124 1010

21125 ホロホロチョウの肉（生鮮又は冷蔵） 0207.60* 21125 1010

2113 哺乳動物の肉（冷凍）

21131 牛の肉（冷凍） 0202.10*,.20*, .30* 21131 1010

21132 水牛の肉（冷凍） 0202.10*,.20*, .30* 21132 1010

21133 豚の肉（冷凍） 0203.21,.22,.29 21133 1010

21134 ウサギ及び野ウサギの肉（冷凍） 0208.10* 21134 1010

21135 羊の肉（冷凍） 0204.30 - .43 21135 1010

21136 山羊の肉（冷凍） 0204.50* 21136 1010

21137 ラクダ及びラクダ科の肉（冷凍） 0208.60* 21137 1010

21138 馬及び他のウマ科の肉（冷凍） 0205.00* 21138 1010

21139 その他の哺乳動物の肉（冷凍） 0208.30*,.40*, .90* 21139 1010

2114 家禽類の肉（冷凍）

21141 鶏肉（冷凍） 0207.12,.14* 21141 1010

21142 あひるの肉（冷凍） 0207.42,.45* 21142 1010

21143 ガチョウの肉（冷凍） 0207.52,.55* 21143 1010

21144 七面鳥の肉（冷凍） 0207.25,.27* 21144 1010

21145 ホロホロチョウの肉（冷凍） 0207.60* 21145 1010

2115 哺乳動物の食用くず肉（生鮮、冷蔵又は冷凍）

21151 牛の食用くず肉（生鮮、冷蔵又は冷凍）
0206.10*,.21*, .22*,.29*,
0504.00*

21151 1010

21152 水牛の食用くず肉（生鮮、冷蔵又は冷凍）
0206.10*,.21*, .22*,.29*,
0504.00*

21152 1010

21153 豚の食用くず肉（生鮮、冷蔵又は冷凍） 0206.30,.41,.49, 0504.00* 21153 1010

21155 羊の食用くず肉（生鮮、冷蔵又は冷凍） 0206.80*,.90*, 0504.00* 21155 1010

21156 山羊の食用くず肉（生鮮、冷蔵又は冷凍） 0206.80*,.90*, 0504.00* 21156 1010

21159 他に分類されない哺乳動物の食用くず肉（生鮮、冷蔵又は冷凍）
0206.80*,.90*,
0208.10*,.30*,
.40*,.60*,.90*

21159 1010

2116 21160 家禽類の食用くず肉（生鮮、冷蔵又は冷凍）

0207.13*,.14*,
.26*,.27*,.43,
.44*,.45*,.53,
.54*,.55*,.60*

21160 1010

2117 21170 他の肉及び食用内臓肉（生鮮、冷蔵又は冷凍） 0208.50,.90* 21190 1010

2118 肉、食用内臓肉、血液から作られる保存食品及び調製品

21181 豚肉（カット、塩漬け、乾燥又はスモーク（ベーコン及びハム）） 0210.11 - .19 21171 1010

21182 ウシ亜科の肉（塩漬け、乾燥又はスモーク） 210.2 21172 1010

21183
他の肉及び食用内臓肉（塩ふり、塩水漬け、乾燥又はスモーク）；肉、くず肉の細びき粉及び粗びき粉（食
用）

0210.91 - .99 21173 1010

21184 ソーセージ及び肉、内臓肉又は血液から作られる類似品 1601.00* 21174 1010

21185 肉、魚、甲殻動物、軟体動物又はその他の水中動物のエキス及び汁 1603 21175 1079

大分類

中分類

製造業

食料品製造業
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21186 肉の調製品及びミール
1601.00*, 1602.20*,.31*,
.32*,.39*,.41*,
.42*,.49*,.50*, .90*

21176 1075

21189 その他の肉、食用内臓肉、血液の調製品又は保存食品
1602.20*,.31*,
.32*,.39*,.41*,
.42*,.49*,.50*, .90*

21179 1010

2119 21190 肉又は内臓肉の細びき粉、粗びき粉及びペレット（非食用）；油かす 2301.1 21180 1010

212 魚、甲殻類、軟体動物及びその他の水生無脊椎動物の調製品及び保存食品

2121 冷凍魚（魚のフィレーと魚肉を除く）

21211 冷凍淡水魚 0303.23 - .29, 0303.89* 21210* 1020

21212 サケ科の冷凍魚 0303.11 - .19 21210* 1020

21213 カレイ目の冷凍魚 0303.31 - .39 21210* 1020

21214 タラ目の冷凍魚 0303.63 - .69 21210* 1020

21215 マグロ及びカツオの冷凍魚 0303.41 - .49 21210* 1020

21216 その他の冷凍遠洋魚 0303.51 - .57, 0303.89* 21210* 1020

21219 その他の冷凍魚 0303.81 - .84, .89* 21210* 1020

2122 魚のフィレー及び魚肉；魚の肝臓及びコジカ

21221 魚のフィレー及び魚肉（ミンチかどうかは問わない、生鮮又は冷蔵） 0304.31 - .59 21221 1020

21222 魚のフィレー（冷凍） 0304.61 - .89 21222 1020

21223 魚肉（ミンチかどうかは問わない、冷凍） 0304.91 - .99 21223 1020

21224 魚のフィレー（乾燥、塩蔵又は塩水漬け、しかしスモークされていないもの） 0305.31 - .39 21224 1020

21225 魚の肝臓及びコジカ（生鮮又は冷蔵） 302.9 21225 1020

21226 魚の肝臓及びコジカ（冷凍） 303.9 21226 1020

21227 魚の肝臓及びコジカ（乾燥、スモーク、塩蔵又は塩水漬け） 305.2 21227 1020

2123 魚、（乾燥、塩蔵か塩水漬かは問わない）；フィレーも含めスモークされたもの；食用の魚粉

21231
魚（乾燥、ただしスモークされていないもの；塩ふり、ただし乾燥又はスモークされていないもの；又は塩水
漬け）

0305.51 - .69 21231* 1020

21232 フィレーも含む魚（スモーク） 0305.41 - .49 21232* 1020

21233 食用の魚粉 305.1 21233* 1020

21234 食用の魚の内蔵：魚のひれ、頭、尻尾、口及びその他の食用の魚の内蔵 0305.71 - .79
21231*,
21232*,
21233*

1020

2124 上記以外の方法による魚の調製品又は保存食品；キャビア及びキャビアの代用物

21241 魚、軟体動物及び甲殻類の調製品及びミール

1604.11*,.12*,
.13*,.14*,.15*,
.16*,.17*,.19*, .20*,
1605.10*, .21*,.29*,.30*,
.40*,.51*,.52*,
.53*,.54*,.55*,
.56*,.57*,.59*,
.61*,.62*,.63*, .69*

21241 1075

21242 その他の方法で調製又は保存された魚
1604.11*,.12*,
.13*,.14*,.15*,
.16*,.17*,.19*, .20*

21242 1020

21243 キャビア及びキャビアの代用物 1604.31,.32 21243 1020

2125 甲殻類（冷凍、乾燥、塩蔵又は塩水漬）

21251 カニ（冷凍、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 0306.14,.24*
04210*,
21250*

1020

21252 ロックロブスター及びその他の海のザリガニ（冷凍、乾燥、スモーク、塩蔵又は塩水漬） 0306.11,.21*
04210*,
21250*

1020

21253 ロブスター（冷凍、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 0306.12,.22*
04210*,
21250*

1020

21254 ノルウェーロブスター（冷凍、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 0306.15,.25*
04210*,
21250*

1020

21255 冷水のシュリンプ及びプラウン（冷凍、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 0306.16,.26*
04210*,
21250*

1020

21256 その他のシュリンプ及びプラウン（冷凍、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 0306.17,.27*
04210*,
21250*

1020

21259 その他の甲殻類（冷凍、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 0306.19,.29*
04210*,
21250*

1020

2126 軟体動物およびその他の水生無脊椎動物（冷凍、スモーク、乾燥、塩蔵又は塩水漬）

21261 （冷凍、スモーク、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 307.89 21261* 1020

21262 アワビ（冷凍、スモーク、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 307.19 04220* 1020

21263 ムール貝（冷凍、スモーク、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 307.39 21261* 1020

21264 ホタテ貝 （冷凍、スモーク、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 307.29 21261* 1020

21265 ハマグリ、コックル貝及び赤貝（冷凍、スモーク、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 307.79 21261* 1020

21266 カトルフィッシュ及びスクイッド（冷凍、スモーク、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 307.49 21261* 1020

21267 タコ（冷凍、スモーク、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 307.59 21261* 1020

21268 その他の軟体動物（冷凍、スモーク、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 307.99 21261* 1020

21269 その他の水生無脊椎動物（冷凍、スモーク、乾燥、塩蔵又は塩水漬） 0308.19,.29,.30*, .90* 04299*, 21269 1020

2127 21270 その他の方法で調製又は保存された甲殻類
1605.10*,.21*,
.29*,.30*,.40*

21270 1020

2128 21280 その他の方法で調製又は保存された軟体動物及び他の水中無脊椎動物

1605.51*,.52*,
.53*,.54*,.55*,
.56*,.57*,.59*,
.61*,.62*,.63*, .69*

21280 1020

2129
魚又は甲殻類、軟体動物又は他の水中無脊椎動物の非食用の粉、ミール、ペレット及び他に分類されな
いその他の製品；死んだ魚、甲殻動物、軟体動物又はその他の水中無脊椎動物のうち人間の食用に適さ
ないもの
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21291 魚、甲殻動物、軟体動物又は水中無脊椎動物から作られる非食用の粉、ミール及びペレット 2301.2 21291 1020

21299
他に分類されない魚、甲殻動物、軟体動物、水中無脊椎動物の製品；死んだ魚、甲殻動物、軟体動物、水
中無脊椎動物のうち人間の食用に適さないもの

511.91 21299 1020

213 野菜、豆類及び馬鈴薯の調製品及び保存食品

2131 冷凍の野菜、豆類及び馬鈴薯

21311 豆（冷凍） 710.22 21311 1030

21312 エンドウ（冷凍） 710.21 21312 1030

21313 馬鈴薯（冷凍） 710.1 21313 1030

21319 他の野菜及び豆類（冷凍） 0710.29 - .90 21319 1030

2132 野菜果汁

21321 トマト果汁 2009.5 21321 1030

21329 その他の野菜果汁 2009.89*,.90* 21329 1030

2133 21330 一時的に保存される野菜 711 21330 1030

2134 21340 食酢又は酢酸によって保存される野菜、豆類及び馬鈴薯 2001.10,.90* 21340 1030

2139 その他の野菜、豆類及び馬鈴薯の調製品及び保存食品

21391 野菜、豆類及び馬鈴薯の調製品及びミール 2004.90* 21391 1075

21392 馬鈴薯の粉、ミール、粉末、フレーク、粒及びペレット 1105 21392 1030

21393 乾燥馬鈴薯及びその他の乾燥野菜 712 21393 1030

21394 上記以外の方法で調製又は保存された馬鈴薯 2004.10, 2005.20 21394 1030

21395 上記以外の方法で調製又は保存された豆（冷凍以外） 2005.51,.59 21395 1030

21396 上記以外の方法で調製又は保存されたエンドウ（冷凍以外） 2005.4 21396 1030

21397 上記以外の方法で調製又は保存されたきのこ及びトリュフ 2003 21397 1030

21399 他に分類されない、食酢、酢酸又は糖類以外の方法で保存されるその他の野菜及び豆類
2002.10,.90, 2004.90*,
2005.60 - .99

21399 1030

214 果実及び堅果の調製品及び保存食品

2141 乾燥果実及び堅果

21411 レーズン 806.2 21411 1030

21412 プラム（乾燥） 813.2 21412 1030

21419 他に分類されないその他の乾燥果実及び堅果

0803.10*,.90*,
0804.10*,.20*,
.30*,.40*,.50*,
0805.10*,.20*,
.40*,.50*,.90*,
0813.10,.30 - .50

21419 1030

2143 果汁

21431 オレンジ果汁 2009.11,.12,.19 21431 1030

21432 グレープフルーツ果汁 2009.21,.29 21432 1030

21433 パイナップル果汁 2009.41,.49 21433 1030

21434 ブドウ果汁 2009.61,.69 21434 1030

21435 リンゴ果汁 2009.71,.79 21435 1030

21439 他に分類されないその他の果汁 2009.31,.39,.81, .89*,.90* 21439 1030

2149 他の果実及び堅果の調製品及び保存食品 （ 糖類によるもの以外）

21491 上記以外の方法で調製又は保存されたパイナップル 2008.2 21491 1030

21492 上記以外の方法で調製又は保存された桃 2008.7 21492 1030

21493 果物及び堅果（加工の有無は問わない、冷凍） 811 21493 1030

21494 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果物又は堅果のピューレー及び果物又は堅果のペースト 2007.91,.99 21494 1030

21495 他に分類されない堅果、落花生及び他の種子（ロースト、塩又はその他の方法で調製されたもの） 2008.11,.19 21495 1030

21496 すぐに消費するためではなく、一時的に保存される果実及び堅果 0812, 0814 21496 1030

21499 他に分類されないその他の果実及び堅果の調製品及び保存食品
1212.99*, 2001.90*,
2008.30 - 60,.80 - .99

21499 1030

215 植物油及び動物性脂肪

2151 動物の脂肪（未精製）

21511 豚及び家禽の脂肪（未精製） 0209.10,.90 21511 1010

21512 牛の脂肪（未精製） 1502.90* 21512 1010

21513 水牛の脂肪（未精製） 1502.90* 21513 1010

21514 羊の脂肪（未精製） 1502.90* 21514 1010

21515 山羊の脂肪（未精製） 1502.90* 21515 1010

21519 他に分類されない獣脂（未精製） 1505.00*, 1506.00* 21519 1010

2152 動物の脂肪（精製）

21521 豚の脂肪（精製） 1501.10,.20 21521 1010

21522 家禽脂（精製） 1501.9 21522 1010

21523 獣脂 1502.1 21523 1040
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21524 魚の肝油及びこれを蒸留して製造した油 1504.1 21524 1040

21525 肝油以外の魚の油脂及びこれを蒸留して製造した油 1504.2 21525 1040

21526 海生哺乳動物の油脂及びこれを蒸留して製造した油 1504.3 21526 1040

21529 その他の動物の脂肪（精製） 1503, 1505.00*, 1506.00* 21529 1040

2159 21590
動物の脂肪及びこれを蒸留して製造した油（部分的又は全体的な水素添加、エステル交換、再エステル
化又はエライジン化、精製されているかどうかは問わない）

1516.1 21590* 1040

216 植物油

2161 大豆油

21611 大豆油（未精製） 1507.1 21531 1040

21612 大豆油（精製） 1507.9 21541 1040

2162 落花生油

21621 落花生油（未精製） 1508.1 21532 1040

21622 落花生油（精製） 1508.9 21542 1040

2163 ヒマワリ油及びベニバナ油

21631 ヒマワリ油及びベニバナ油（未精製） 1512.11 21533 1040

21632 ヒマワリ油及びベニバナ油（精製） 1512.19 21543 1040

2164 アブラナ油、西洋アブラナ油及びカラシ油

21641 アブラナ油、西洋アブラナ油及びカラシ油（未精製） 1514.11,.91 21534 1040

21642 アブラナ油、西洋アブラナ油及びカラシ油（精製） 1514.19,.99 21544 1040

2165 パーム油

21651 パーム油（未精製） 1511.1 21535 1040

21652 パーム油（精製） 1511.9 21545 1040

2166 やし油

21661 やし油（未精製） 1513.11 21536 1040

21662 やし油（精製） 1513.19 21546 1040

2167 オリーブオイル

21671 オリーブオイル（未精製） 1509.1 21537* 1040

21672 オリーブオイル（精製） 1509.9 21547* 1040

21673 オリーブ残渣油 1510
21537*,
21547*

1040

2168 綿実油

21681 綿実油（未精製） 1512.21 21538 1040

21682 綿実油（精製） 1512.29 21548 1040

2169 他に分類されないその他の植物油

21691 他に分類されないその他の植物油（未精製又は精製） 1513.21,.29, 1515 21539, 21549 1040, 1062

21693
植物油及びこれを蒸留して製造した油（部分的又は全体的な水素添加、エステル交換、再エステル化又
はエライジン化、精製されているかは問わない）

1516.2 21590* 1040

217 マーガリン及び類似の調製品

2170 21700 マーガリン及び類似の調製品 1517.10,.90 21550 1040

218 綿くず

2180 21800 綿くず 1404.2 21600 1040

219
植物油脂の搾油後に残るオイルケーキ及びその他の油かす；油脂種又は油性果実の粉及びミール（た
だし、カラシナのものは除く）；植物性の蝋（トリグリセリンを除く）；メロン油；油脂又は動物性、植物性の
蝋の抽出後に残るかす

2191 21910 植物油脂のオイルケーキ及びその他の油かす 2304 - 2306 21710 1040

2192 21920 油脂種又は油性果実の粉及びミール（ただし、カラシナのものは除く） 1208.10,.90 21720 1040

2193
植物性の蝋（トリグリセリド以外、精製又は着色されているかは問わない）；メロン油；；油脂又は動物性、
植物性の蝋の抽出後に残るかす

21931 精製又は着色された植物性の蝋（トリグリセリド以外、精製又は着色されているかは問わない） 1521.1 21731 1040

21932 メロン油；油脂又は動物性、植物性の蝋の抽出後に残るかす 1522 21732 1040

22 酪農製品と卵製品

221 加工ミルク及びクリーム（液状）

2211 22110 加工ミルク（液状） 0401.10,.20* 22110 1050

2212 22120 クリーム（生鮮） 0401.40*,.50* 22120 1050

2213 22130 乳漿 404.1 22130 1050

222 その他の酪農製品

2221 固形ミルク及び固形クリーム

22211 全粉乳 0402.21,.29 22211 1050

22212 スキムミルク及び粉末乳漿 402.1 22212 1050

22219 他に分類されないその他の固形ミルク及び固形クリーム 0404.90* 22219 1050

2222 ミルク及びクリーム（濃縮させたもの又は砂糖、その他の甘味料を加えたもの。ただし、固形のものは除く）

22221 無糖練乳 0402.91* 22221 1050
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22222 コンデンスミルク 0402.99* 22222 1050

22229 他に分類されないミルク及びクリーム 0402.91*, 0402.99* 22229 1050

2223 22230 ヨーグルト及びその他の醗酵又は酸化させたミルク、クリーム 403 22230 1050

2224 ミルクを原料とするバター及びその他の油脂

22241 牛のミルクを原料とするバター及びその他の油脂 0405.10*,.20*, .90* 22241 1050

22242 水牛のミルクを原料とするバター及びその他の油脂 0405.10*,.20*, .90* 22242 1050

22249 その他のミルクを原料としたバター及びその他の油脂 0405.10*,.20*, .90* 22249 1050

2225 チーズ（生又は加工）

22251 牛のミルクから製造されるチーズ（生又は加工）
0406.10*,.20*,
.30*,.40*,.90*

22251 1050

22252 水牛のミルクから製造されるチーズ（生又は加工）
0406.10*,.20*,
.30*,.40*,.90*

22252 1050

22253 羊のミルクから製造されるチーズ（生又は加工）
0406.10*,.20*,
.30*,.40*,.90*

22253 1050

22254 山羊のミルクから製造されるチーズ（生又は加工）
0406.10*,.20*,
.30*,.40*,.90*

22254 1050

22259 他に分類されないチーズ（生又は加工）
0406.10*,.20*,
.30*,.40*,.90*

22259 1050

2226 22260 カゼイン 3501.1 22260 1050

2227 22270 アイスクリーム及びその他の氷菓 2105 22270 1050

2229 22290 他に分類されない酪農製品 0404.90* 22290 1050

223 卵の保存食品又は調理品（殻付き）

2230 22300 卵の保存食品又は調理品（殻付き） 407.9 22300 1079

23 穀物製品、でん粉及びでん粉製品；その他の食料品

231 穀物製品

2311 23110 うどん粉 1101 23110 1061

2312 23120 他の穀粉 1102 23120 1061

2313 23130 小麦のひき割り、ミール及びペレット及びその他の穀物 1103.11 - .20 23130 1061

2314 23140 その他の穀物製品（コーンフレークを含む） 1104, 1904.10 - .30,.90* 23140 1061

2316 精米（一部又は全部をひいたもの又は脱穀された米）

23161 精米（一部又は全部をひいたもの） 1006.30,.40 23161 1061

23162 脱穀した米 1006.2 23162 1061

2317 23170 その他の植物の粉及びミール 1106 23170 1061

2318 23180 ベーカリー製品用の混合食品及びパン生地 1901.2 23180 1061

232 でん粉及びでん粉製品；他に分類されない砂糖及び糖水

2321 23210
グルコース及びグルコースのシロップ；果糖及び果糖シロップ；ラクトース及びラクトースのシロップ；転化
糖；他に分類されない砂糖及び糖水；人造はちみつ；カラメル

1702.11,.19,.30 - .90 23210
1050, 1062,
1079

2322 23220 でん粉；イヌリン；小麦グルテン；デキストリン及びその他の調整でん粉 1108, 1109, 3505.10 23220 1062

2323 23230 タピオカ及びでん粉から製造されるタピオカ代用物（フレーク状、粒状、ふるいかす又はその他類似形状） 1903 23230 1062

234 ベーカリー製品

2341 23410 堅パン；ラスクパン、焼いたパン及び類似の焼いた製品 1905.10,.40 23410 1071

2342 23420 ジンジャーブレッド及びその他これに類するもの；甘味料の加えられたビスケット；ワッフル及びウエハース 1905.20,.31,.32 23420 1071

2343 23430 練り粉菓子製品及びケーキ 1905.90* 23430 1071

2349 23490 パン及びその他のベーカリー製品 1905.90* 23490 1071

235 糖類及び糖みつ

2351 てん菜糖及び甘しゃ糖（未加工）

23511 ショ糖 1701.13,.14 23511 1072

23512 テンサイ糖 1701.12 23512 1072

2352 23520 精糖 1701.99 23520 1072

2353 23530
精製済のてん菜糖、甘しゃ糖（固形のもので香料又は着色料が添加されたもの）；メイプルシュガー及びメ
イプルシロップ

1701.91, 1702.20 23530 1072

2354 23540 糖みつ 1703 23540 1072

236 ココア、チョコレート及び砂糖菓子

2361 23610 ココアペースト（脱脂してあるかどうかを問わない） 1803 23610 1073

2362 23620 ココアバター（油脂） 1804 23620 1073

2363 23630 ココアパウダー（砂糖が添加されていないもの） 1805 23630 1073

2364 23640 ココアパウダー（砂糖が添加されているもの） 1806.1 23640 1073

2365 23650
チョコレート及びカカオを含んでいるその他の調製品（砂糖が添加されているココアパウダーを除く。ばら荷
のままのもの）

1806.2 23650 1073

2366 23660
チョコレート及びカカオを含んでいるその他の調製品（砂糖が添加されているココアパウダーを除く。ばら荷
でないもの）

1806.31 - .90 23660 1073

2367 23670
カカオを含んでいない砂糖菓子（ホワイトチョコレートを含む）；野菜、果物、堅果、果物の皮及びその他の
植物の一部で砂糖により保存された製品

1704, 2006 23670 1073

237 マカロニ、ヌードル、クスクス及びその他の類似の穀粉製品

2371 23710 未調理のパスタ（詰め物などの調製をしていないもの） 1902.11,.19 23710 1074

2372 調理、詰め物などの調製がしてあるパスタ；クスクス
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大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類 項目名 HS 2007 CPC 2 ISIC 4

23721 調理、詰め物などの調製がしてあるパスタ（ただし完全な食品ではない）；クスクス（完全な食品を除く） 1902.20*,.30*, .40* 23721 1074

23722 詰め物がしてあるパスタを含む調製品；クスクスの調製品 1902.20*,.30*, .40* 23722 1075

239 他に分類されない食料品

2392 香辛料及び芳香性物質（加工済み）

23921 胡椒（コショウ属の種、加工済み） 904.12 23921 1079

23922 唐辛子及び胡椒（乾燥（トウガラシ属の種、ピメンタ）及び加工済み） 904.22 23922 1079

23923 ナツメグ、矛、カルダモン（加工済み） 0908.12,.22,.32 23923 1079

23924
アニス、ういきょう、コリアンダー、クミン、キャラウェー、フェンネル及びセイヨウバクシン・ベリー（加工済
み）

0909.22,.32,.62 23924 1079

23925 シナモン（白肉桂）（加工済み） 906.2 23925 1079

23926 クローブ（軸全体）（加工済み） 907.2 23926 1079

23927 ショウガ（加工済み） 910.12 23927 1079

23928 バニラ（加工済み） 905.2 23928 1079

23929 その他の香辛料及び芳香性物質（加工済み） 0910.20*,.30*, .91*,.99* 01690* 1079

2399 その他の食料品

23991
肉、野菜、果物又は堅果の均質調製品；ミルク、細びき粉、粗びき粉、でん粉又は麦芽エキスを使った他
に分類されないその他の幼児用調製品；均質混合調整食品

1602.10, 1901.10,
2005.10, 2007.10,
2104.20

23991 1079

23992 スープ及びブロス又はこれらのものに使用する調製品 2104.1 23992 1079

23993 鳥卵で殻のついていないもの及び卵黄（生鮮又は保存用）；卵アルブミン 0408, 3502.11 - .19 23993 1079

23994 食酢及び酢酸から製造されるその代用品 2209 23994 1079

23995 各種ソース；混合香辛料；マスタード（粉末及びミール）；マスタードの調製品 2103 23995 1079

23996 酵母（活性又は非活性）；その他の単細胞微生物で死んだもの；調製済のベーキングパウダー 2102 23996 1079

23997 その他の調製済み食品及びミール 1904.90*, 1905.90* 23997 1075

23999 他に分類されない食料品
1302.12 - .20,
.31*,.32,.39, 1901.90,
2106

23999 1079

8 事業及び生産サービス

88 他者が所有する物理的入力に対する製造サービス
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CPC2.1コード

日本標準産業分類（2013年改定）

E

10

大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類 項目名 HS 2007 CPC 2 ISIC 4

2 食料品、飲料及びたばこ；紡織製品、衣料品及び皮革製品

21 肉、魚、果実、野菜、植物性油脂及び動物性油脂

213 野菜、豆類及び馬鈴薯の調製品及び保存食品

2132 野菜果汁

21321 トマト果汁 2009.5 21321 1030

21329 その他の野菜果汁 2009.89*,.90* 21329 1030

214 果実及び堅果の調製品及び保存食品

2143 果汁

21431 オレンジ果汁 2009.11,.12,.19 21431 1030

21432 グレープフルーツ果汁 2009.21,.29 21432 1030

21433 パイナップル果汁 2009.41,.49 21433 1030

21434 ブドウ果汁 2009.61,.69 21434 1030

21435 リンゴ果汁 2009.71,.79 21435 1030

21439 他に分類されないその他の果汁 2009.31,.39,.81, .89*,.90* 21439 1030

23 穀物製品、でん粉及びでん粉製品；その他の食料品

233 動物飼料用の調製品； ムラサキウマゴヤシ飼料及びペレット

2331 動物飼料用の調製品

23311 犬又は猫用の飼料（小売用） 2309.1 23311 1080

23319 他に分類されない動物飼料用の調製品 2309.9 23319 1080

2332 23320 ムラサキウマゴヤシ飼料及びペレット 1214.1 23320 1080

239 他に分類されない食料品

2391 コーヒー及び茶

23911 コーヒー（脱カフェイン処理済のもの又はローストされたもの） 0901.12,.21,.22 23911 1079

23912
コーヒーを含むコーヒー代用品；コーヒーのエキス、エッセンス、濃縮物及びこれらのもの又はコーヒーそ
のものをベースにした調製品；ローストしたチコリなどのコーヒー代用品及びそのエキス、エッセンス及び濃
縮物

0901.90*, 2101.11,.12,.30 23912 1079

23913 醗酵させていない緑茶、醗酵させた紅茶及び部分醗酵させた茶で、そのパッケージが3kgを超えないもの 0902.10,.30 23913 1079

23914
茶、マテ茶のエキス、エッセンス及び濃縮物；これらのもの又は茶及びマテ茶そのものをベースにした調製
品

2101.2 23914 1079

24 飲料

241 エチルアルコール；酒精、リキュール及びその他の蒸留飲料

2413
変性していないエチルアルコールで、アルコール分が容積で80度以下のもの；酒精、リキュール及びその
他の蒸留飲料

24131 酒精、リキュール及びその他の蒸留飲料で、アルコール分が容積で約40度のもの 2208.20 - .70 24131 1101

24139 その他の蒸留飲料及び変性していないエチルアルコールでアルコール分が容積で80度未満のもの 2208.9 24139 1101

242 ワイン

2421 生鮮ぶどうから製造されるワイン（香料添加の有無は問わない）；果膠

24211 生鮮ぶどうから製造されるスパークリングワイン 2204.1 24211 1102

24212 生鮮ぶどうから製造されるワイン（スパークリングワインを除く）；果膠 2204.21 - .30 24212 1102

2422 24220 生鮮ぶどうから製造されるベルモット及び植物性物資又は香料により芳香処理されたその他のワイン 2205 24220 1102

2423 24230
リンゴ酒、ペリー、ミード及びその他の醗酵飲料（生鮮ぶどうから製造されるワイン及び麦芽から製造され
るビールを除く）

2206 24230 1102

243 麦芽アルコール飲料及び麦芽

2431 24310 麦芽から製造されるビール 2203 24310 1103

2432 24320 麦芽（ローストされているか否かは問わない） 1107 24320 1103

244 ソフトドリンク；瓶詰のミネラルウォーター

2441 24410 瓶詰の水（砂糖又は香料添加の有無は問わない） 2201.10,.90* 24410 1104

2449 24490 アルコールを含有していないその他のカロリー飲料 2202 24490 1104

25 たばこ製品

250 たばこ製品

2501 25010 たばこ（保存のため茎の除去又ははいだもの） 2401.2 25010 1200

2502 25020 葉巻たばこ、両切り葉巻たばこ、シガリロ、紙巻きたばこ又はたばこ代用品 2402 25020 1200

2509 25090
その他のたばこ製品及びたばこ代用品；均質化たばこ又は再生たばこ；たばこエキス及びたばこエッセン
ス

2403 25090 1200

8 事業及び生産サービス

88 他者が所有する物理的入力に対する製造サービス

大分類

中分類

製造業

飲料・たばこ・飼料製造業
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CPC2.1コード

日本標準産業分類（2013年改定）

E

11

大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類 項目名 HS 2007 CPC 2 ISIC 4

2 食料品、飲料及びたばこ；紡織製品、衣料品及び皮革製品

26 糸；織物及びタフテッド織物

261 紡織用の天然繊維

2611 26110 絹の生糸（よっていないもの） 5002 26110 1311

2614 26140 羊毛又は繊獣毛の短毛 5103.1 26140 1311

2615 26150 羊毛及び繊獣毛又は粗獣毛（カード又はコームされたもの） 5105 26150 1311

2616 26160 綿（カード又はコームされたもの） 5203 26160 1311

2617 26170
加工済の精紡していない黄麻及びその他の紡織用靭皮繊維（亜麻、大麻及びラミーを除く）；これらの繊維
のトウなどのくず繊維

5303.9 26170 1311

2619 26190 加工済の精紡していないその他の植物繊維及びトウなどのくず繊維
5301.21,.29,.30, 5302.90,
5305.00*

26190 1311

262 精紡用に加工された人造繊維の短繊維

2621 26210 精紡用にカード、コーム又はその他の加工がなされた合成繊維の短繊維 5506 26210 1311

2622 26220 精紡用にカード、コーム又はその他の加工がなされた人造繊維の短繊維 5507 26220 1311

263 紡績用の糸及び天然繊維の糸

2631 26310 絹糸及び絹のくずから精紡された絹糸 5004 - 5006 26310 1311

2632 26320 羊毛の糸のうち、羊毛の重量が総重量の85%以上のもの（小売用を除く） 5106.10, 5107.10 26320 1311

2633 26330 羊毛の糸のうち、羊毛の重量が総重量の85%未満のもの（小売用を除く） 5106.20, 5107.20 26330 1311

2634 26340 羊毛の糸（小売用以外）； 繊獣毛、粗獣毛又は馬毛の糸 （ギンプ糸を含む。小売用か否かを問わない） 5108 - 5110 26340 1311

2635 26350 綿の縫い糸 5204 26350 1311

2636 26360 綿糸（縫い糸を除き、綿の重量が総重量の85%以上のもの） 5205, 5207.10 26360 1311

2637 26370 綿糸（縫い糸を除き、綿の重量が総重量の85%未満のもの） 5206, 5207.90 26370 1311

2638 26380 綿以外の植物繊維で製造された糸（大麻、亜麻、ココナッツ黄麻及び繊維を含む）；紙糸 5306 - 5308 26380 1311

264 人造繊維の長繊維糸又は短繊維糸

2641 26410 人造繊維の縫い糸（長繊維又は短繊維のもの） 5401, 5508 26410 1311

2642
人造繊維糸（複数又はケーブルを張ったもの、縫い糸、ポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの
高靭性糸を除く）（小売用を除く）；小売用人造繊維糸（縫い糸を除く）

26421
人造繊維糸（複数又はケーブルを張ったもの、縫い糸、ポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの
高靭性糸を除く）（小売用を除く）

5402.61 - .69, 5403.41 -
.49

26420* 1311

26422 小売用人造繊維糸（縫い糸を除く） 5406 26420* 1311

2643 26430 合成繊維の短繊維糸（縫い糸を除く）で、合成繊維の重量が総重量の85%以上あるもの 5509.11 - .42, 5511.10 26430 1311

2644 26440 合成繊維の短繊維糸（縫い糸を除く）で、合成繊維の重量が総重量の85%未満のもの 5509.51 - .99, 5511.20 26440 1311

2645 26450 人工繊維の短繊維糸（縫い糸を除く）で、人工繊維の重量が総重量の85%以上あるもの（小売用を除く） 5510.11,.12 26450 1311

2646
人工繊維の短繊維糸（縫い糸を除く）で、人工繊維の重量が総重量の85%未満のもの（小売用を除く）； 小
売用の人工繊維の短繊維糸（縫い糸を除く）

26461 人工繊維の短繊維糸（縫い糸を除く）で、人工繊維の重量が総重量の85%未満のもの（小売用を除く） 5510.20 - .90 26460* 1311

26462 小売用の人工繊維の短繊維糸（縫い糸を除く） 5511.3 26460* 1311

265 綿以外の天然繊維から製造された織物（特殊織物を除く）

2651 26510 絹及び絹のくずから製造された織物 5007 26510 1312

2652 26520 カードされた羊毛又は繊獣毛の織物のうち、羊毛又は繊獣毛の重量が総重量の85%以上を占めるもの 5111.11,.19 26520 1312

2653 26530 コームされた羊毛又は繊獣毛の織物のうち、羊毛又は繊獣毛の重量が総重量の85%以上を占めるもの 5112.11,.19 26530 1312

2654 26540 羊毛又は繊獣毛の織物のうち、羊毛又は繊獣毛の重量が総重量の85%未満のもの
5111.20 - .90,  5112.20 -
.90

26540 1312

2655 26550 粗獣毛又は馬毛の織物 5113 26550 1312

2656 26560 亜麻の織物 5309 26560 1312

2657 26570 黄麻及びその他の紡織用靭皮繊維（亜麻、大麻及びラミーを除く） 5310 26570 1312

2659 26590 その他の植物繊維の織物；紙糸の織物 5311 26590 1312

266 綿織物（特殊織物を除く）

2661 26610 綿織物のうち、総重量が200g／m2以下で、綿の重量が総重量の85%以上あるもの 5208 26610 1312

2662 26620 綿織物のうち、総重量が200g／m2を超え、綿の重量が総重量の85%以上あるもの 5209 26620 1312

2663 26630
綿織物のうち、綿の重量が総重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維であるも
の

5210, 5211 26630 1312

2669 26690 その他の綿織物 5212 26690 1312

267 人造繊維の長繊維又は短繊維織物（特殊織物を除く）

2671 26710
ナイロン、その他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの強力糸で製造された人造繊維の長
繊維織物；合成繊維ストリップなどの織物；合成繊維の長繊維織物のうち、平行に並べられた繊維糸の
層、糸の交点において接着された層からなる織物（メッシュスクリムを含む）

5407.10 - .30, 5408.10 26710 1312

2672 26720 その他の人造繊維の長繊維織物のうち、総重量の85%以上を単一種の人造繊維の長繊維が占めるもの
5407.41 - .74, 5408.21 -
.24

26720 1312

2673 26730 その他の人造繊維の長繊維織物
5407.81 - .94, 5408.31 -
.34

26730 1312

大分類

中分類

製造業

繊維工業
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大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類 項目名 HS 2007 CPC 2 ISIC 4

2674 26740 合成繊維の短繊維織物のうち、総重量の85%以上が単一種の合成繊維の短繊維が占めるもの 5512 26740 1312

2675 26750 人造繊維の短繊維織物のうち、総重量の85%以上が単一種の人造繊維の短繊維が占めるもの 5516.11 - .14 26750 1312

2676 26760
人造繊維の短繊維織物のうち、単一種の人造繊維の短繊維の重量が総重量の85%未満で、混用繊維の
全部又は大部分が綿であるもの

5513, 5514, 5516.41 -
.44

26760 1312

2677 26770
人造繊維の短繊維のうち、単一種の人造繊維の重量が総重量の85%未満で、混用繊維の全部又は大部
分が羊毛又は繊獣毛であるもの

5515.13,.22, 5516.31 -
.34

26770 1312

2679 26790 その他の人造繊維の短繊維織物
5515.11,.12,.19,
.21,.29,.91,.99, 5516.21 -
.24,.91 - .94

26790 1312

268 特殊織物

2681 26810 綿のパイル織物及びシェニール織物（テリータオル地及び細幅織物を除く） 5801.21 - .27 26810 1312

2682 26820 人造繊維のパイル織物及びシェニール織物（テリータオル地及び細幅織物を除く） 5801.31 - .37 26820 1312

2683 26830 その他のパイル織物及びシェニール織物（テリータオル地及び細幅織物を除く） 5801.10,.90 26830 1312

2684 26840 綿のテリータオル地及び類似のテリー織物（細幅織物を除く） 5802.11,.19 26840 1312

2685 26850 その他のテリータオル地及び類似のテリー織物（細幅織物を除く） 5802.2 26850 1312

2686 26860 ガーゼ（細幅織物を除く） 5803 26860 1312

2688 26880 カーペット以外のタフテット織物 5802.3 26880 1312

2689 26890 ガラス繊維の織物（細幅織物を含む） 7019.40 - .59 26890 1312

27 衣料品以外の繊維製品

271 紡織製品

2711 27110 毛布及び旅行用ひざ掛け（電気毛布を除く） 6301.20 - .90 27110 1392

2712 27120 ベッドリネン、テーブルリネン、トイレリネン及びキッチンリネン 6302 27120 1392

2713 27130 カーテン（ドレープを含む）及びインテリアブラインド；ベッドヴァランス又はカーテンヴァランス 6303 27130 1392

2714 27140
他に分類されない室内用品；ひざ掛け、タペストリー、刺繍入りテーブルクロス又はナプキン作成用の織物
及び糸、類似の織物製品（小売用）

5805, 6304, 6308 27140 1392

2715 27150 包装用の袋 6305 27150 1392

2716 27160 ターポリン、ボートなどの帆、天幕、日よけ、テント及びキャンプ用品（空気マットレスを含む） 6306 27160 1392

2717 27170 パラシュート 8804 27170 1392

2718 27180
キルト、アイダーダウン、クッション、プーフ、枕、寝袋などでスプリング付きの製品、詰め物製品又は内部
に多孔性のゴム又はプラスチックが付属している製品

9404.30,.90 27180 1392

2719 27190
その他の織物製品（床雑巾、布巾、ダスター及び類似の清掃用品、ライフジャケット及びライフベルトを含
む）

6307 27190* 1392

272 絨毯及びその他の織物類の敷物

2721 27210 絨毯及びその他の織物類の敷物（結びパイルのもの） 5701 27210 1393

2722 27220 絨毯及びその他の織物類の敷物（ふさのないもの） 5702 27220 1393

2723 27230 絨毯及びその他の織物類の敷物（ふさのあるもの） 5703 27230 1393

2729 27290 その他の絨毯及び織物類の敷物（フェルト製を含む） 5704, 5705 27290 1393

273 ひも、綱、ロープ、ケーブル及びこれらの関連製品（網を含む）

2731 27310 ひも、綱、ロープ及びケーブル 5607 27310 1394

2732 27320
結び目のある網（ひも、綱又はロープ製）；織物用素材で製造された網；他に分類されない糸、ストリップ、
ひも、綱、ロープ又はケーブル製の製品

5608, 5609 27320 1394

279 他に分類されない織物製品

2791 チュール、レース、細幅織物、装飾用トリミング及び刺繍布

27911
細幅織物；接着剤で接着した横糸を除く縦糸から成る細幅の織物に類似した製品（ボルダック）；ラベル、
バッジなどの織物製品（刺繍していないもの）；組ひも（長尺のもの）；長尺の装飾用トリミング（刺繍のして
いないもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く）；タッセル、ポンポンなどの製品

5806 - 5808 27911 1399

27912
チュール及びその他の網地（織ったもの、メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く）；反物状、ストリップ
状又はモチーフの入ったレース

5804 27912 1399

27913 刺繍布（反物状、ストリップ状又はモチーフ入り） 5810 27913 1399

2792 フェルト及び非織物製品

27921 フェルト 5602 27921 1399

27922 非織物製品 5603 27922 1399

2799 その他の織物製品

27991
紡織用素材で製造されたウォッディング及びその関連製品；長さ5mmを超えない紡織用繊維のフロック、ダ
スト及びミルネップ

5601 27991* 1399, 1709

27992 ゴムひも及びゴムコードを積層する織物；ゴム又はプラスチックで積層した織物 5604 27992 1399

27993 金属糸 5605 27993 1399

27994 他に分類されない金属を交えた糸又は金属糸から製造される織物 5809 27994 1399

27995 ジンプヤーン及びストリップ；シェニールヤーン；ループ状の縦糸 5606 27995 1399

27996
ナイロン又はその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンなどの強力糸で製造されるタイヤ
コード

5902 27996 1399

27997 他に分類されない積層、コーティング又は被膜織物 5901, 5903, 5907 27997 1399

27998
工業用織物製品（しん、ガスマントル、ホース、伝動用又はコンベア用ベルト、ボルティングクロス及び濾過
布を含む）

5908 - 5911 27998 1399

27999 他に分類されないキルトの長尺の織物製品 5811 27999 1399

28 ニット編み物又はクロセ編み物；衣料品

281 ニット編み物又はクロセ編み物

2811 28110 ニット編み物又はクロセ編み物でパイルを有するもの及びテリー編みのもの 6001 28110 1391
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大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類 項目名 HS 2007 CPC 2 ISIC 4

2819 28190 その他のニット編み物又はクロセ編み物
6002, 6003, 6004, 6005,
6006

28190 1391

282 衣料製品（毛皮製品を除く）

2821 28210 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックス及びその他のニット編み又はクロセ編みの靴下 6115 28210 1430

2822 衣料品でニット編み又はクロセ編みのもの

28221
成人男子用又は少年用のスーツ、コート、ジャケット、ズボン、ショーツなどでニット編み又はクロセ編みの
もの

6101, 6103 28221 1410

28222
成人男子用又は少年用のシャツ、アンダーパンツ、パジャマ、ガウンなどでニット編み又はクロセ編みのも
の

6105, 6107 28222 1410

28223
成人女子用又は少女用のスーツ、コート、ジャケット、ドレス、スカート、ズボン、ショーツなどでニット編み
又はクロセ編みのもの

6102, 6104 28223 1410

28224
成人女子用又は少女用のブラウス、シャツ、ペチコート、パンティ、ナイトドレス、ガウンなどでニット編み又
はクロセ編みのもの

6106, 6108 28224* 1410

28225 Tシャツ、シングレット及びその他のベストでニット編み又はクロセ編みのもの 6109 28225 1410, 1430

28226 ジャージ、セーター、カーディガン、ウエストコートなどでニット編み又はクロセ編みのもの 6110 28226 1430

28227 乳幼児用の産着及び服飾アクセサリーでニット編み又はクロセ編みのもの 6111 28227* 1410

28228
他に分類されない陸上競技用ウェア、スキーウェア、水着及びその他の衣類でニット編み又はクロセ編み
のもの

6112, 6114 28228 1410

28229
手袋、ショール、スカーフ、ベール、ネクタイ及びその他の服飾アクセサリーでニット編み又はクロセ編みの
もの；衣類、アクセサリーのうちニット編み又はクロセ編みの部分

6116, 6117 28229 1410

2823
ニット編み及びクロセ編みではない紡織の衣料品；ブラジャー、コルセット、サスペンダーなどでニット編み
又はクロセ編みのもの

28231
成人男子用又は少年用のスーツ、コート、ジャケット、ズボン、ショーツなどでニット編み又はクロセ編みで
はない織物製品

6201, 6203 28231 1410

28232
成人男子用又は少年用のシャツ、シングレット、アンダーパンツ、パジャマ、ガウンなどでニット編み又はク
ロセ編みではない織物製品

6205, 6207 28232 1410

28233
成人女子用又は少女用のスーツ、コート、ジャケット、ドレス、スカート、ズボン、ショーツなどでニット編み
又はクロセ編みではない織物製品

6202, 6204 28233 1410

28234
成人女子用又は少女用のブラウス、シャツ、シングレット、ペチコート、パンティ、ナイトドレス、ガウンなどで
ニット編み又はクロセ編みではない織物製品

6206, 6208 28234* 1410

28235 乳幼児用の産着及び服飾アクセサリーでニット編み又はクロセ編みではない織物製品 6209 28235* 1410

28236
陸上競技用ウェア、スキーウェア、水着、その他の衣類でニット編み又はクロセ編みではない他に分類さ
れない織物製品

6211 28236 1410

28237
ブラジャー、ガードル、コルセット、ブレーズ、サスペンダー、ガーターなどの製品及びそれらの部品でニット
編み又はクロセ編みではないもの

6212 28237 1410

28238
ハンカチ、ショール、スカーフ、ベール、ネクタイ、手袋及びその他の服飾アクセサリーでニット編み又はク
ロセ編みではない織物製品；衣料品、服飾アクセサリーのうち、他に分類されないニット編み及びクロセ編
みではない織物製品の部分

6213 - 6217 28238 1410

2824 皮革製及び合成皮革製の衣料品、服飾アクセサリー

28241 皮革製及び合成皮革製の衣料品 4203.1 28241 1410

28242 皮革製及び合成皮革製の服飾アクセサリー（スポーツ用手袋を除く） 4203.29 - .40 28242 1410

28243 プラスチック製の衣料品及び服飾アクセサリー（手袋を含む） 3926.2 28243* 1410, 2220

2825 28250 フェルト製及び非織物製の衣料品；プラスチック、ゴム又はその他の材料が塗布された織物の衣料品 6113, 6210 28250* 1410

2826 帽子及びかぶりもの

28261
フェルト製のハットフォーム、帽子の本体及びフード；フェルト製のプラトー及びマフラー；ストリップ（素材を
問わない）で編まれた又は作られたハットシェープ

6501, 6502 28261 1410

28262
フェルト製の帽子類で、ストリップ（素材を問わない）で編まれた又は作られたもの、メリヤス編み又はクロ
セ編みのもの又はレース、その他の織物で作られたもの；ヘアーネット

6504, 6505 28262 1410

28269
その他の帽子類（ゴム製、プラスチック製を除く）、安全帽及びアスベスト製の帽子；ヘッドバンド、裏地、カ
バー、帽子の芯、帽子の枠、帽子類のピークや顎ひも

6506.99, 6507 28269 1410

283 なめし又は仕上げがされている毛皮及び人工毛皮；その関連製品（帽子類を除く）

2832 28320 毛皮製の衣料品、服飾アクセサリー及びその他の毛皮製品（帽子類を除く） 4303 28320 1420

2833 28330 人工毛皮製品及びその関連製品（帽子類を除く） 4304 28330 1420

29 皮革及び皮革製品；履物

296
履物の部分品；とり外しできる中敷、踵用のクッション及び類似製品；ゲートル、すね当て、類似製品又
はそれらの部分品

2960 29600
履物の部分品；とり外しできる中敷、踵用のクッション及び類似製品；ゲートル、すね当て、類似製品又は
それらの部分品

6406 29600
1520, 1629,
2219, 2220

3 その他の輸送可能財（金属製品、機械、設備を除く）

35 その他の化学製品；人工繊維

355 人造繊維

3551 35510 カード又はコームされていない合成繊維の短繊維及び長繊維のトウ 5501, 5503 35510 2030

3552 35520 小売用以外の合成繊維の長繊維糸（縫い糸、撚った糸は除く） 5402.11 - .59 35520 2030

3553 35530 合成繊維の単一種長繊維及びストリップ 5404 35530 2030

3554 35540 カード又はコームされていない人工繊維の短繊維及び長繊維のトウ 5502, 5504 35540 2030

3555 35550 小売用以外の人工繊維の長繊維糸（縫い糸、撚った糸は除く） 5403.10 - .39 35550 2030

3556 35560 人工繊維の単一種長繊維及びストリップ 5405 35560 2030

8 事業及び生産サービス

88 他者が所有する物理的入力に対する製造サービス
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CPC2.1コード

日本標準産業分類（2013年改定）

E

12

大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類 項目名 HS 2007 CPC 2 ISIC 4

3 その他の輸送可能財（金属製品、機械、設備を除く）

31 木製品、コルク製品、わら及び編み物用材料で作られた製品

311
かんながけ、平削り、丸はぎした木製品で6mmを超えるもの；鉄道又は路面電車の杭木（注入木材でな
いもの）

3110
かんながけ、平削り、丸はぎした木製品で6mmを超えるもの；鉄道又は路面電車の杭木（注入木材でない
もの）

31101 かんながけ、平削り、丸はぎした針葉樹の木製品で6mmを超えるもの 4407.1 31100* 1610

31102 かんながけ、平削り、丸はぎした針葉樹でない木製品で6mmを超えるもの 4407.21 - .99 31100* 1610

31109 鉄道又は路面電車の杭木（注入木材でないもの） 4406.1 31100* 1610

312 へり又は面に一定の整形がなされている製材；木材；木床；チップ又は製材の断片

3121
へり又は面に一定の整形がなされている製材（寄木細工床用に使われるストリップ状、フリーズ状のもの
で組み合わされているものを除いたもの、ビーディング、木型を含む）

31211
へり又は面に一定の整形がなされている針葉樹の製材（寄木細工床用に使われるストリップ状、フリーズ
状のもので組み合わされているものを除いたもの、ビーディング、木型を含む）

4409.1 31210* 1610

31212
へり又は面に一定の整形がなされている竹の製材（寄木細工床用に使われるストリップ状、フリーズ状の
もので組み合わされているものを除いたもの、ビーディング、木型を含む）

4409.21 31210* 1610

31219
へり又は面に一定の整形がなされているその他の木の製材（寄木細工床用に使われるストリップ状、フ
リーズ状のもので組み合わされているものを除いたもの、ビーディング、木型を含む）

4409.29 31210* 1610

3122 31220 木材壁；木製床 4405 31220 1610

3123 31230 チップ又は製材の断片 4401.21,.22 31230 1610

313
ペンキ、ステイン、クレオソート又はその他の防腐材で処理された未加工の原木；鉄道又は路面電車の
枕木（注入木材）；輪状の木材、斧割りの木材、木製の棒およびそれに類するもの

3131 31310
ペンキ、ステイン、クレオソート又はその他の防腐材で処理された、未加工の原木（樹皮ないしは辺材部分
を除去されているものも含む）ないしは粗く角にした木材

4403.1 31310 1610

3132 31320 鉄道又は路面電車の杭木（注入木材） 4406.9 31320 1610

3133 31330

輪状の木材；斧割りの木材；木製のパイル、ピケット及びステイク（端が尖っているが、縦方向にのこぎりで
加工されてはいないもの）、木製の棒（大雑把に整えられてはいるが、旋盤加工や曲げ加工、またはそれ
以外の加工は施されていないもので、杖、傘または道具の取っ手、及びそれらに類するものを制作するの
に適したもの）、木片及びそれに類するもの

4404 31330 1610

314 ボード及びパネル

3141 竹を除く木材の薄版だけで作られている合板

31411 針葉樹の木材の薄版だけで作られている合板 4412.39 31410* 1621

31412 針葉樹でない木材の薄版だけで作られている合板 4412.31,.32 31410* 1621

3142 竹を除くその他の合板、ベニヤパネルおよび同様の積層木材

31421 針葉樹のその他の合板、ベニヤパネルおよび同様の積層木材 4412.94*,.99* 31420* 1621

31422 針葉樹でないその他の合板、ベニヤパネルおよび同様の積層木材 4412.94*,.99* 31420* 1621

3143 パーティクルボード及び類似の木材又は有機結合材で作られた板

31431 パーティクルボード 4410.11 31430* 1621

31432 配向性ストランドボード（ＯＳＢ） 4410.12 31430* 1621

31439 その他の木材又は有機結合材で作られた板 4410.19,.90 31430* 1621

3144 木材又は有機結合材で作られたファイバーボード

31441 中密度繊維板（ＭＤＦ） 4411.12 - .14 31440* 1621

31442 硬質繊維板 4411.92 31440* 1621

31449 その他のファイバーボード 4411.93,.94 31440* 1621

3145 31450 合板、ベニア版及び類似のラミネート加工された竹 4412.1 31450 1621

315 ベニア板のシート；合板製造用のシート；圧縮木材

3151 厚さが6mmを超えないベニア板のシート、合板製造用のシート又は鋸引き、平削り、丸はぎにした木材

31511
厚さが7mmを超えないベニア板のシート、合板製造用のシート又は鋸引き、平削り、丸はぎにした針葉樹
の木材

4408.1 31510* 1621

31512
厚さが8mmを超えないベニア板のシート、合板製造用のシート又は鋸引き、平削り、丸はぎにした針葉樹
でない木材

4408.31 - .90 31510* 1621

3152 31520 圧縮木材 4413 31520 1621

316 建築用建具及び建築用木工品（組立式の木製パネル、寄木パネル、屋根板、下見板などを含む）

3160 31600 建築用建具及び建築用木工品（組立式の木製パネル、寄木パネル、屋根板、下見板などを含む） 4418 31600 1622

317
木製の収納ケース、箱、クレート、ドラム及び類似の包装容器；木製のケーブルドラム；木製のパレット、
ボックスパレット及びその他の積荷ボード；樽、大樽、大桶、桶製造人の木製品及びそれらの部分（桶板
を含む）

3170 31700
木製の収納ケース、箱、クレート、ドラム及び類似の包装容器；木製のケーブルドラム；木製のパレット、
ボックスパレット及びその他の積荷ボード；樽、大樽、大桶、桶製造人の木製品及びそれらの部分（桶板を
含む）

4415, 4416 31700 1623

319 その他の木製品；コルク製品、編み物材料及びわらで作られた製品

3191 その他の木製品

31911 木製工具及びそのボディと柄、ほうき及びブラシの柄、靴の木型 4417 31911 1629

31912 木製の食卓･台所用品 4419 31912 1629

31913 装飾用の木製はめ込み細工；木製の宝石ケース、刃物ケースなど；木製の彫像及び装飾品 4420 31913 1629

31914 絵画、写真、鏡、類似製品の木枠；その他の木製品 4414, 4421 31914 1629

大分類

中分類

製造業

木材・木製品製造業（家具を除く）
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大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類 項目名 HS 2007 CPC 2 ISIC 4

3192 コルク及びわら、その他の編み物用素材の製品；バスケット及び枝編み細工

31921
天然コルク（裏張りされたもの、大雑把な立法形のもの、ブロック状、プレート状、シート状、ストリップ状）；
天然コルク（砕いたもの、粒状、粉状）；コルクくず

4501.90, 4502 31921 1629

31922 天然コルク製品；凝集コルク及びその製品 4503, 4504 31922 1629

31923 わら、エスパルト又はその他の編み物用素材の製品；バスケット及び枝編み細工 4601, 4602 31923 1629

8 事業及び生産サービス

88 他者が所有する物理的入力に対する製造サービス
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CPC2.1コード

日本標準産業分類（2013年改定）

E

13

大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類 項目名 HS 2007 CPC 2 ISIC 4

3 その他の輸送可能財（金属製品、機械、設備を除く）

36 ゴム及びプラスチック製品

369 その他のプラスチック製品

3693 36930 プラスチック製の浴槽、洗濯桶、洗面器、流水式洗浄容器などの衛生用品 3922 36930 2220

38 家具；他に分類されないその他の輸送可能財

381 家具

3811 椅子

38111 メタルフレームの椅子 9401.10,.20,.30, .71,.79 38111
2930, 3020,
3030, 3100

38112 木製フレームの椅子 9401.40 - .69 38112 3100

38119 その他の椅子 9401.8 38119 3100

3812 その他の事務用家具

38121 その他の事務用金属製家具 9403.1 38121 3100

38122 その他の事務用木製家具 9403.3 38122 3100

3813 38130 その他の台所用木製家具 9403.4 38130 3100

3814 38140 他に分類されないその他の家具 9403.20,.50 - .89, 9610 38140 3100

3815 38150
マットレスの枠；スプリング付きマットレス、多孔性ゴム又はプラスチックの詰め物がされているマットレス（カ
バーの有無を問わない）

9404.10 - .29 38150 3100

3816 38160 家具の部品 9401.90, 9403.90 38160 3100

8 事業及び生産サービス

88 他者が所有する物理的入力に対する製造サービス

89 その他の製造サービス；出版、印刷及び複製サービス、資源回収サービス

大分類

中分類

製造業

家具・装備品製造業
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CPC2.1コード

日本標準産業分類（2013年改定）

E

14

大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類 項目名 HS 2007 CPC 2 ISIC 4

3 その他の輸送可能財（金属製品、機械、設備を除く）

32 パルプ、紙及び紙製品；印刷物及び関連製品

321 パルプ、紙及び板紙

3211 木材パルプ及び繊維質セルロース

32111 ケミカル木材パルプ（溶解用） 4702 32111 1701

32112 ケミカル木材パルプ（溶解用以外） 4703, 4704 32112 1701

32113 機械的木材パルプ；セミケミカル木材パルプ；木材パルプ以外の繊維質セルロースのパルプ 4701, 4705, 4706 32113 1701

3212
新聞用紙、手すきの紙、その他の塗布されていない紙又はグラフィック用の板紙、パンチカード及びパンチ
テープ用紙

32121 新聞用紙 4801 32121 1701

32122 手すきの紙及び板紙 4802.1 32122 1701

32129
その他の塗布していない紙及び板紙で、筆記用、印刷用、グラフィック用及びパンチカード、パンチテープ
用紙

4802.20 - .69 32129 1701

3213
トイレットペーパー、塗布されていないクラフト紙その他の塗布されていない紙及び板紙；その他の様々な
紙

32131
トイレットペーパー又は顔用ティッシュ、ペーパータオル又はペーパーナプキン及び類似の紙、セルロース
詰め物及び網状のセルロース繊維

4803 32131 1701

32132 塗布されていないクラフトライナー 4804.11,.19 32132 1701

32133
その他の塗布されていないクラフト紙及び板紙；重袋製造用のクラフトペーパー（ちりめん又は皺付けした
もの）

4804.21 - .59, 4808.40 32133, 32142* 1701

32134 中芯原紙、わら製及びセミケミカルパルプ製を含む 4805.11 - .19 32134 1701

32135 テストライナー（再利用ライナー） 4805.24,.25 32135 1701

32136
亜硫酸塩包装紙、濾紙及び厚紙、フェルト紙及び他の紙及び厚紙；シガレット用紙（裁断されておらず、
ブックレット状又はチューブ状）

4805.30 - .93, 4813.90 32136 1701

32137 植物性のまがい羊皮紙、油紙、トレーシングペーパー、グラシン紙、透過性紙又は半透明紙 4806 32137 1701

3214 加工紙及び板紙

32141 張り合わせた紙及び板紙で表面を塗布していないもの又はしみ込ませていないもの 4807 32141 1701

32142
他に分類されない紙及び板紙で、ちりめん状のもの、皺付けをしたもの、浮き彫りを施したもの又はミシン
目を入れたもの

4808.9 32142* 1701

32143 紙及び板紙で、高梁又はその他の無機物で表面を塗布したもの 4810 32143 1701

32149
その他の紙及び板紙で、セルロース詰め物、網状セルロース繊維で塗布されたもの、しみ込ませたもの、
糊付けされたもの又は接着性のもの、カバーを施されたもの、表面が着色されたもの、表面に装飾が施さ
れたもの、印刷されたもの（ロール状又はシート状かは問わない）

4809, 4811 32149 1701

3215 段ボール、板紙、紙及び板紙の包装容器

32151 段ボール及び板紙 4808.1 32151 1702

32152 紙製のサック及び袋 4819.30,.40 32152 1702

32153
紙、板紙、セルロース詰め物又は網状セルロース繊維のカートン、箱、ケース、レコードのスリーブ及びそ
の他の包装容器（袋は除く）；紙及び板紙の箱型ファイル、レタートレイなどの事務用商業用品

4819.10,.20,.50, .60 32153 1702

3219 その他の紙及び板紙の製品

32191 カーボン紙、各種複写紙、トランスファーペーパーで定型サイズのもの；謄写版用原紙及びタイプ用紙 4816 32191 1709

32192
紙又は板紙の封筒、レターカード、葉書及び各種の通信用カード；紙又は板紙の箱、小袋、袋及びライティ
ング･コンペンディウム（各種書簡用紙の詰め合わせ）

4817 32192 1709

32193
紙パルプ、紙、セルロース詰め物又は網状セルロース繊維製のトイレットペーパー、ハンカチ、タオル、ナ
プキン、紙おむつ、タンポン及び類似の家庭用、衛生用、病院用品又は衣料品

4818 32193* 1709

32194 壁紙及び類似の壁被覆材、窓用の透かし紙 4814 32194 1709

32195 布製の壁紙 5905 32195 1709

32196
あらゆる材料の衛生タオル（パッド）及びタンポン、ナプキン及び乳幼児用のナプキンライナー及び類似の
物品

9619
27190*,
27991*,
28224*

1709

32197 紙及び板紙製のラベル 4821 32197 1709

32198 紙パルプ製のフィルター･ブロック、スラブ及びプレート 4812 32198 1709

32199
その他の紙、板紙、セルロース詰め物、網状セルロース繊維で定型サイズのもの；ブックレット、チューブ
状又は幅が5cmを超えないロール状のシガレット・ペーパー；紙パルプ、紙、板紙、セルロース詰め物又は
網状セルロース繊維製のその他の製品

4813.10,.20, 4822,
4823.20 - .90

32199 1709

327
紙及び板紙の登記簿、会計簿、雑記帳、便箋、日記帳及び類似製品、吸い取り紙帳、バインダー、ファ
イルカバー、書き込み式の定型書類及びその他の書簡紙

3270 32700
紙及び板紙の登記簿、会計簿、雑記帳、便箋、日記帳及び類似製品、吸い取り紙帳、バインダー、ファイ
ルカバー、書き込み式の定型書類及びその他の書簡紙

4820 32700 1709

8 事業及び生産サービス

88 他者が所有する物理的入力に対する製造サービス

89 その他の製造サービス；出版、印刷及び複製サービス、資源回収サービス

大分類

中分類

製造業

パルプ・紙・紙加工品製造業
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CPC2.1コード

日本標準産業分類（2013年改定）

E

15

大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類 項目名 HS 2007 CPC 2 ISIC 4

3 その他の輸送可能財（金属製品、機械、設備を除く）

32 パルプ、紙及び紙製品；印刷物及び関連製品

326 切手、小切手用紙、銀行券、証券証書、パンフレット及びリーフレット、広告用資料及びその他の印刷物

3269 32690 その他の印刷物 4911.99 32690 1811

328 版組された活字、印刷用の原版又は回転胴、リトグラフの石版又はその他の印刷用の媒体

3280 32800 版組された活字、印刷用の原版又は回転胴、リトグラフの石版又はその他の印刷用の媒体 8442.5 32800 1812

8 事業及び生産サービス

89 その他の製造サービス；出版、印刷及び複製サービス、資源回収サービス

大分類

中分類

製造業

印刷・同関連業
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CPC2.1コード

日本標準産業分類（2013年改定）

E

32

大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類 項目名 HS 2007 CPC 2 ISIC 4

2 食料品、飲料及びたばこ；紡織製品、衣料品及び皮革製品

29 皮革及び皮革製品；履物

294 スケート靴以外のスポーツシューズ

2941 29410 スキー靴、スノーボード用の靴及びクロスカントリースキー用の靴 6402.12, 6403.12 29410 3230

296
履物の部分品；とり外しできる中敷、踵用のクッション及び類似製品；ゲートル、すね当て、類似製品又
はそれらの部分品

2960 29600
履物の部分品；とり外しできる中敷、踵用のクッション及び類似製品；ゲートル、すね当て、類似製品又は
それらの部分品

6406 29600
1520, 1629,
2219, 2220

3 その他の輸送可能財（金属製品、機械、設備を除く）

32 パルプ、紙及び紙製品；印刷物及び関連製品

325 印刷された地図；楽譜（印刷又は手書き）；葉書、グリーティングカード、絵画及び図面

3251
地図及び水路図又は類似の図面（壁地図、地理学上の図面及び地球儀を含む）（印刷されたもので、本の
形態以外のもの）

32512 地球儀 4905.1 32512 3290

35 その他の化学製品；人工繊維

354 他に分類されない化学品

3545 35450 調製火薬；安全導火線；爆薬用導火線；撃発装置又は雷管；点火薬；電動起爆装置 3601 - 3603 35450 2029

3546 35460 花火用品 3604 35460 2029

36 ゴム及びプラスチック製品

369 その他のプラスチック製品

3697 ヘルメット；ゴム製又はプラスチック製のその他のかぶり物

36971 ヘルメット 6506.1 36971 3290

38 家具；他に分類されないその他の輸送可能財

382 宝石及び関連製品

3822 38220
養殖真珠、貴石・半貴石及び合成又は再生された貴石・半貴石（工業用ダイヤモンド、電気製品用の水晶
石を除く）で加工済のもの（ただし、荒引き、クリービング、簡単な形どりをしただけのものは除き、糸通しを
してあるものや台付けされたものも除く）

7101.22, 7102.39,
7103.91,.99, 7104.90

38220 3211

3823 38230 加工済の工業用ダイヤモンド；天然又は人造貴石･半貴石のダスト及び粉末 7102.29, 7105 38230 3211

3824 38240
宝石及び貴石又は貴石のクラッディングによるその他の製品；天然又は人造真珠、貴石･半貴石（天然
石、合成石、再生石のいずれかでもかまわない）の製品

7113, 7114, 7115.90,
7116

38240 3211

3825 38250 コイン 7118 38250 3211

383 楽器

3831 38310 ピアノ及びその他の鍵盤弦楽器 9201 38310 3220

3832 38320 その他の弦楽器 9202 38320 3220

3833 38330 管楽器（パイプオルガン、アコーディオン及び吹奏楽器を含む） 9205 38330 3220

3834 38340 電気楽器（音が電気によって発生又は増幅されるもの） 9207 38340 3220

3835 38350
その他の楽器（打楽器、ミュージッグボックス及びフェアグランドオルガンなど）；デコイコール；ホイッスル、
呼び出し用ホルン及びその他の息を吹き込んで音を鳴らす道具

9206, 9208 38350 3220

3836 38360 楽器の部品及び付属品；メトロノーム、音叉、ピッチパイプ 9209 38360 3220

384 スポーツ用品

3841 38410 雪上スキー及び関連装備；アイススケート及びローラースケート 9506.11 - .19,.70 38410 3230

3842 38420 水上スキー、サーフボード、セイルボード及びその他の水上スポーツ用品 9506.21,.29 38420 3230

3843 38430 体操用、陸上競技用の製品 9506.91 38430 3230

3844 38440 その他のスポーツ、アウトドア用品
4203.21, 9506.31 -
.39,.40 - .69,.99

38440 3230

3845 38450 釣り竿、釣り糸；漁獲用ネット；虫採ネット；バードデコイなどのハンティング･狩猟用品 9507 38450 3230

385 ゲーム及び玩具

3851 38510 人形の乗り物；子供用の乗り物 9503.00* 38510 3240

3852 38520 人形；動物や人間以外の形をしたぬいぐるみ 9503.00* 38520 3240

3853 38530 人形の付属品、アクセサリー 9503.00* 38530 3240

3854 38540
電動式の列車、トラックの玩具及び信号機などのアクセサリー；ミニチュア組立キット及びその他の建物の
模型

9503.00* 38540 3240

3855 38550 パズル 9503.00* 38550 3240

3856 38560 その他の玩具（玩具の楽器を含む） 9503.00* 38560 3240

3857 38570 トランプなどのカード類 9504.4 38570 3240

3858 テレビゲーム

38581 ビデオゲーム機器 9504.50* 38581, 38590* 2640

3859 38590
遊園地、遊戯場などのゲーム用品（ビリヤード用品、ピンボール遊戯機、カジノ用テーブル及びボーリング
設備など）で、テレビゲーム類を除く

9504.20,.30,.90 38590* 3240

389 他に分類されないその他の製品

3891 ペン、鉛筆、スタンプ、タイプライター又はそのインクリボン、スタンプ台など

大分類

中分類

製造業

その他の製造業
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大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類 項目名 HS 2007 CPC 2 ISIC 4

38911
ペン、複写式スタイロ、鉛筆、ペンホルダー、鉛筆ホルダー及び類似のホルダー、それらの部品；クレヨン、
鉛筆の芯、パステル、木炭及びチョーク

9608, 9609 38911 3290

38912
手動用に作られた日付印、シーリングスタンプ、番号印及び類似品；植字用ステッキ及びこのステッキを含
む手印刷用セット；タイプライター及びそのインクリボンなど；スタンプ台

9611 - 9612 38912 3290

3892
雨傘、日傘、歩行用ステッキ、狩猟用ステッキ、鞭、乗馬用の鞭、ボタン、ホック、ファスナー類及びそれら
の部品；ボタンの半製品

38921 雨傘、日傘、歩行用ステッキ、狩猟用ステッキ、鞭、乗馬用の鞭など 6601, 6602 38921 1512, 3290

38922 雨傘、日傘、歩行用ステッキ、狩猟用ステッキ、鞭、乗馬用の鞭などの部品、飾り、付属品 6603 38922 3290

38923 ホック、スナップ、ファスナー類及びそれらの部品；ボタン；ジッパーの部品
9606.10 - .29,
9607.11,.19

38923 3290

38924 ボタンの型及びボタンのその他の部品；ボタンの半製品；ジッパーの部品 9606.30, 9607.20 38924 3290

3893 38930 リノリウム 5904 38930 2220

3897
人毛；羊毛又はその他の獣毛、その他の織物素材；かつら、つけ髭、アイブロー、つけ睫毛、入れ髪；他に
分類されない人毛製品；馬毛

38971 未加工の人毛（洗浄処理の有無、裁断の有無を問わない）；人毛のくず 501 38971 3290

38972
正装したり量を減らしたり色抜きしたりするなどの方法で加工された人毛；羊毛又はその他の獣毛、その他
の織物素材；かつら、つけ髭、アイブロー、つけ睫毛、入れ髪；他に分類されないその他の人毛製品；馬毛

6703, 6704 38972 3290

3899 その他の製品

38991 フェスティバル、カーニバルなどの催物用製品（手品、奇術のたねなど） 9505 38991 3290

38992 乳母車及びその部品 8715 38992 3092

38993
ほうき、ブラシ、手動の床清掃機械（電動のものを除く）、モップ、フェザーダスター；ほうき又はブラシ製造
用のノット及びタフト；塗料パッド、塗料ローラー、ゴム雑巾（ローラー式を除く）

9603 38993 3290

38994
シガレットライターなど；喫煙用パイプ、葉巻又はシガレットのホルダー及びその部品；櫛、ヘアーブラシな
ど；ヘアーピン、カーリングピン、カーリンググリップ、ヘアーカーラー（電熱式を除く）及びそれらの部品；芳
香スプレー、そのマウント及びヘッド；パウダーパフ、化粧品及びトイレ用品の容器として使用するパッド

9613.10 - .80, 9614 -
9616

38994 3290

38995 シガレットライターなどの部品（点火石と芯を除く）；自然発火性の合金；他に分類されない可燃物 3606.90, 9613.90 38995 3290

38996 デモンストレーション用に設計された器具、設備及び模型（他の利用には適さないもの） 9023 38996 3290

38997 宝石のイミテーション 7117 38997 3212

38998 マッチ 3605 38998 2029

38999
他に分類されない製品（ろうそく、小ろうそく、羽のついた鳥皮、造花、娯楽用品、手で使用するふるい、真
空フラスコ、仕立て用のダミー、店舗ウインドーで使用するアニメーションディスプレーや他に分類されない
部品類）

3406, 3606.10, 4206,
6701, 6702, 9601, 9602,
9604, 9617, 9618

38999 3290

4 金属製品、機械器具

47 ラジオ、テレビ、通信機器及び装置

475 ディスク、テープ、ソリッドステートの非揮発性記憶装置及び他の媒体（未記録）

4759 47590 ディスク生産用のマトリックス及びマスターを含むその他の記録媒体 8523.59,.80* 47590 3290

48 医療機器、精密機器及び光学機器、時計

483 光学機器、写真関連機材、それらの部品及び付属品

4831 光学機器

48312 眼鏡、ゴーグルなど（視力矯正用、保護用、その他） 9004 48312 3250

48313 眼鏡用、ゴーグル類のフレームなど 9003.11,.19 48313 3250

4834
感光剤処理をした写真用プレート、フィルム、インスタントプリントフィルムで露光していないもの；写真関連
化学製品（光沢剤、接着剤などを除く）

48341 感光剤処理をした写真プレート、フィルム、インスタントプリントフィルムで露光していないもの 3701 - 3703 48341 2029

48342
光沢剤、接着剤以外の写真関連化学製品；写真用の純粋製品（一定量が定められて売られているもの、
使用の為の準備が既になされている小売り用）

3707 48342 2029

4835 細分類4831から4833までの製品の部品

48352 細分類48313の商品の部品 9003.9 48352 3250

484 腕時計、時計及びその部品

4841 48410 腕時計 9101, 9102 48410 2652

4842 48420 時計 9103 - 9105 48420 2652

4843 48430
時刻記憶装置、測定・記録など経過時間の指示装置（腕時計・置き時計の作動機構を利用したもの、同期
電動機を使用したもの）

9106, 9107 48430 2652

4844 48440 腕時計･時計の作動機構 9108 - 9110 48440 2652

4849 48490 その他の腕時計･時計の部品（宝石、ケース、金属製時計バンドを含む）
9111, 9112, 9113.10,.20,
9114

48490
2652, 3211,
3212

8 事業及び生産サービス

88 他者が所有する物理的入力に対する製造サービス

89 その他の製造サービス；出版、印刷及び複製サービス、資源回収サービス
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HS2017コード

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 E 製造業

中分類 09 食料品製造業

HSコード HS2017コード 項目名(和訳）

02 肉及び食用のくず肉

02.01 牛の肉（生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。）

02.02 牛の肉（冷凍したものに限る。）

02.03 豚の肉（生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。）

02.04 羊又はやぎの肉（生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。）

02.05 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉（生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。）

02.06 食用のくず肉（牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。）

02.07 肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの（生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。）

02.08 その他の肉及び食用のくず肉（生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。）

02.09
家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪（溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し
又はくん製したものに限る。）

02.10 肉及び食用のくず肉（塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。）並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール

03 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

03.02 魚（生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。）

03.03 魚（冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。）

03.04 魚のフィレその他の魚肉（生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。）

03.05
魚（乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。）、くん製した魚（くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わな
い。）並びに魚の粉、ミール及びペレット（食用に適するものに限る。）

03.06

甲殻類（生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わな
い。）、くん製した甲殻類（殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。）、
蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類（冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。）並びに甲殻
類の粉、ミール及びペレット（食用に適するものに限る。）

03.07
軟体動物（生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わ
ない。）、くん製した軟体動物（殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わな
い。）並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット（食用に適するものに限る。）
軟体動物（生きているもの 生鮮のもの び冷蔵 冷凍し 乾燥し 塩蔵し又

03.08
水棲無脊椎動物（生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を
除く。）、くん製した水棲無脊椎動物（甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを
問わない。）並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット（甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。）

04 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

04.01 ミルク及びクリーム（濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。）

04.02 ミルク及びクリーム（濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。）

04.03
バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム（濃縮若しくは乾燥をしてあるか
ないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。）

04.04
ホエイ（濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。）及びミルクの天然の組成分から成る物
品（砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。）

04.05 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド

04.06 チーズ及びカード

04.07 殻付きの鳥卵（生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。）

04.08
殻付きでない鳥卵及び卵黄（生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖
その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。）

05 動物性生産品（他の類に該当するものを除く。）
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05.04
動物（魚を除く。）の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片（生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに
限る。）

05.11 動物性生産品（他の項に該当するものを除く。）及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの

07 食用の野菜、根及び塊茎

07.10 冷凍野菜（調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。）

07.11
一時的な保存に適する処理をした野菜（例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そ
のままの状態では食用に適しないものに限る。）

07.12 乾燥野菜（全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。）

08 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

08.01 ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット（生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。）

08.02 その他のナット（生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。）

08.03 バナナ（プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。）

08.04 なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン（生鮮のもの及び乾燥したものに限る。）

08.05 かんきつ類の果実（生鮮のもの及び乾燥したものに限る。）

08.06 ぶどう（生鮮のもの及び乾燥したものに限る。）

08.11
冷凍果実及び冷凍ナット（調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを
問わない。）

08.12
一時的な保存に適する処理をした果実及びナット（例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をした
もので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。）

08.13 乾燥果実（第08.01項から第08.06項までのものを除く。）及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの

08.14
かんきつ類の果皮及びメロン（すいかを含む。）の皮（生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保
存に適する処理をしたものに限る。）

09 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

09.04 とうがらし属又はピメンタ属の果実（乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。）及びこしよう属のペッパー

09.05 バニラ豆

09.06 けい皮及びシンナモンツリーの花

09.07 丁子（果実、花及び花梗に限る。）

09.08 肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類

09.09 アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー

09.10 しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料

10 穀物

10.06 米

11 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

11.01 小麦粉及びメスリン粉

11.02 穀粉（小麦粉及びメスリン粉を除く。）

11.03 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット

11.04
その他の加工穀物（例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項の米を除く。）及
び穀物の胚芽（全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。）

11.05 ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット

11.06
乾燥した豆（第07.13項のものに限る。）、サゴやし又は根若しくは塊茎（第07.14項のものに限る。）の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミー
ル



106

HSコード HS2017コード 項目名(和訳）

11.08 でん粉及びイヌリン

11.09 小麦グルテン（乾燥してあるかないかを問わない。）

12 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

12.02 落花生（煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。）

12.08 採油用の種又は果実の粉及びミール（マスタードの粉及びミールを除く。）

12.11
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分（種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷
凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。）

12.12
海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび（生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかない
かを問わない。）並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品（チコリー（キコリウム・インテュブス変種サティヴム）の根で
煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。）

13 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

13.02
植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー（変性させてあ
るかないかを問わない。）

14 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

14.04 植物性生産品（他の項に該当するものを除く。）

15 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

15.01 豚脂（ラードを含む。）及び家きん脂（第02.09項又は第15.03項のものを除く。）

15.02 牛、羊又はやぎの脂肪（第15.03項のものを除く。）

15.03 ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油（乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。）

15.04 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物（化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。）

15.05 ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質（ラノリンを含む。）

15.06 その他の動物性油脂及びその分別物（化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。）

15.07 大豆油及びその分別物（化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。）

15.08 落花生油及びその分別物（化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。）

15.09 オリーブ油及びその分別物（化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。）

15.10
オリーブのみから得たその他の油及びその分別物（第15.09項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限
るものとし、精製してあるかないかを問わない。）

15.11 パーム油及びその分別物（化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。）

15.12
ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物（化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを
問わない。）

15.13
やし（コプラ）油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物（化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかない
かを問わない。）

15.14 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物（化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。）

15.15
その他の植物性油脂及びその分別物（ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないか
を問わない。）

15.16
動物性又は植物性の油脂及びその分別物（完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに
限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。）

15.17
マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品（食用のものに限るものとし、第
15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。）

15.21 植物性ろう（トリグリセリドを除く。）、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう（精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。）

15.22 デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物

16 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品

16.01 ソーセージその他これに類する物品（肉、くず肉又は血から製造したものに限る。）及びこれらの物品をもととした調製食料品

16.02 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
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16.03 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース

16.04 魚（調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。）、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物

16.05 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物（調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。）

17 糖類及び砂糖菓子

17.01 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖（固体のものに限る。）

17.02
その他の糖類（化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。）、糖水（香味料又は着色料を加えてないもの
に限る。）、人造はちみつ（天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。）及びカラメル

17.03 糖みつ（砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。）

17.04 砂糖菓子（ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。）

18 ココア及びその調製品

18.03 ココアペースト（脱脂してあるかないかを問わない。）

18.04 カカオ脂

18.05 ココア粉（砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。）

18.06 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品

19 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

19.01

麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品（ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして
計算したココアの含有量が全重量の40％未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。）及び第04.01項から第04.04項までの物品の調
製食料品（ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5％未満のものに限るものとし、他の項
に該当するものを除く。）

19.02
スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ（加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はそ
の他の調製をしたものであるかないかを問わない。）及びクースクース（調製してあるかないかを問わない。）

19.03 タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物（フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。）

19.04
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品（例えば、コーンフレーク）並びに粒状又はフレーク状の穀物（とうもろこしを除く。）及び
その他の加工穀物（粉、ひき割り穀物及びミールを除く。）であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの（他の項に該当するものを除く。）

19.05
パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品（ココアを含有するかしないかを問わない。）及び聖さん用ウエハー、医療用に適す
るオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品

20 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

20.01 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分

20.02 調製し又は保存に適する処理をしたトマト（食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。）

20.03 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ（食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。）

20.04
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜（冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び
第20.06項の物品を除く。）

20.05
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜（冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの
及び第20.06項の物品を除く。）

20.06 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分（ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。）

20.07
ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト（加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂
糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。）

20.08
果実、ナットその他植物の食用の部分（その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを
加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。）

20.09
果実又は野菜のジュース（ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあ
るかないかを問わない。）

21 各種の調製食料品

21.01
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーそ
の他のコーヒー代用物（いつたものに限る。）並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物

21.02
酵母（活性のものであるかないかを問わない。）及びその他の単細胞微生物（生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。）並び
に調製したベーキングパウダー

21.03 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
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21.04 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品

21.05 アイスクリームその他の氷菓（ココアを含有するかしないかを問わない。）

21.06 調製食料品（他の項に該当するものを除く。）

22 飲料、アルコール及び食酢

22.09 食酢及び酢酸から得た食酢代用物

23 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

23.01 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット（食用に適しないものに限る。）並びに獣脂かす

23.04 大豆油かす（粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。）

23.05 落花生油かす（粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。）

23.06 その他の植物性の油かす（粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。）

41 原皮（毛皮を除く。）及び革

41.01
牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の原皮（生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パー
チメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。）

41.02
羊の原皮（生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の
加工をしてないものに限るものとし、毛が付いているかいないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1(c)の規定により除
かれているものを含まない。）

41.03
その他の原皮（生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以
上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1の(b)又は(c)の規
定により除かれているものを含まない。）

43 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

43.01 原毛皮（頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第41.01項から第41.03項までの原皮を除く。）
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09 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

09.01
コーヒー（いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。）、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用
物（コーヒーの含有量のいかんを問わない。）

09.02 茶（香味を付けてあるかないかを問わない。）

11 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

11.05 ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット

11.07 麦芽（いつてあるかないかを問わない。）

12 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

12.02 落花生（煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。）

12.08 採油用の種又は果実の粉及びミール（マスタードの粉及びミールを除く。）

12.11
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分（種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷
凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。）

12.12
海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび（生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかない
かを問わない。）並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品（チコリー（キコリウム・インテュブス変種サティヴム）の根で
煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。）

12.14
ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン（アルファルファ）、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルー
ピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物（ペレット状にしてあるかないかを問わない。）

13 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

13.02
植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー（変性させてあ
るかないかを問わない。）

14 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

14.04 植物性生産品（他の項に該当するものを除く。）

21 各種の調製食料品

21.01
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーそ
の他のコーヒー代用物（いつたものに限る。）並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物

21.02
酵母（活性のものであるかないかを問わない。）及びその他の単細胞微生物（生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。）並び
に調製したベーキングパウダー

21.03 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード

21.04 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品

21.06 調製食料品（他の項に該当するものを除く。）

22 飲料、アルコール及び食酢

22.01 水（天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。）、氷及び雪

22.02
水（鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。）その他のアルコールを含有しない飲料（第20.09項の
果実又は野菜のジュースを除く。）

22.03 ビール

22.04 ぶどう酒（強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。）及びぶどう搾汁（第20.09項のものを除く。）

22.05 ベルモットその他のぶどう酒（生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。）

22.06
その他の発酵酒（例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒）並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物（他の項
に該当するものを除く。）

22.08 エチルアルコール（変性させてないものでアルコール分が80％未満のものに限る。）及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
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22.09 食酢及び酢酸から得た食酢代用物

23 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

23.01 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット（食用に適しないものに限る。）並びに獣脂かす

23.04 大豆油かす（粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。）

23.05 落花生油かす（粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。）

23.06 その他の植物性の油かす（粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。）

23.09 飼料用に供する種類の調製品

24 たばこ及び製造たばこ代用品

24.01 たばこ（製造たばこを除く。）及びくずたばこ

24.02 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ（たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。）

24.03 その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス
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25 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

25.17

小石、砂利及び砕石（コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問
わない。）、シングル及びフリント（熱処理をしてあるかないかを問わない。）並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム
（小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。）及びタールマカダム並びに第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、
破片及び粉（熱処理をしてあるかないかを問わない。）

30 医療用品

30.06 この類の注4の医療用品

38 各種の化学工業生産品

38.01
人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品（ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にした
ものに限る。）

42 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

42.03 衣類及び衣類附属品（革製又はコンポジションレザー製のものに限る。）

43 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

43.03 衣類、衣類附属品その他の毛皮製品

43.04 人造毛皮及びその製品

50 絹及び絹織物

50.02 生糸（よつてないものに限る。）

50.04 絹糸（絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用にしたものを除く。）

50.05 絹紡糸及び絹紡紬糸（小売用にしたものを除く。）

50.06 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸（小売用にしたものに限る。）並びに天然てぐす

50.07 絹織物

51 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

51.01 羊毛（カードし又はコームしたものを除く。）

51.03 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず（糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。）

51.05 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛（カードし又はコームしたもの（小塊状のコームした羊毛を含む。）に限る。）

51.06 紡毛糸（羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。）

51.07 梳毛糸（羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。）

51.08 紡毛糸及び梳毛糸（繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。）

51.09 羊毛製又は繊獣毛製の糸（小売用にしたものに限る。）

51.10 粗獣毛製又は馬毛製の糸（馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。）

51.11 紡毛織物（羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。）

51.12 梳毛織物（羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。）

51.13 毛織物（粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。）
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52 綿及び綿織物

52.03 綿（カードし又はコームしたものに限る。）

52.04 綿製の縫糸（小売用にしたものであるかないかを問わない。）

52.05 綿糸（綿の重量が全重量の85％以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。）

52.06 綿糸（綿の重量が全重量の85％未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。）

52.07 綿糸（小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。）

52.08 綿織物（綿の重量が全重量の85％以上で、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。）

52.09 綿織物（綿の重量が全重量の85％以上で、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。）

52.10
綿織物（綿の重量が全重量の85％未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラム以
下のものに限る。）

52.11
綿織物（綿の重量が全重量の85％未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラムを
超えるものに限る。）

52.12 その他の綿織物

53 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物

53.01 亜麻（精紡したものを除く。）並びにそのトウ及びくず（糸くず及び反毛した繊維を含む。）

53.02 大麻（カナビス・サティヴァ。精紡したものを除く。）並びにそのトウ及びくず（糸くず及び反毛した繊維を含む。）

53.03 ジュートその他の紡織用靱皮繊維（精紡したもの、亜麻、大麻及びラミーを除く。）並びにそのトウ及びくず（糸くず及び反毛した繊維を含む。）

53.05
ココやし、アバカ（マニラ麻又はムサ・テクスティリス）、ラミーその他の植物性紡織用繊維（他の項に該当するもの及び精紡したものを除く。）並びに
そのトウ、ノイル及びくず（糸くず及び反毛した繊維を含む。）

53.06 亜麻糸

53.07 第53.03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の糸

53.08 その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸

53.09 亜麻織物

53.10 第53.03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の織物

53.11 その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物

54 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品

54.01 縫糸（人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。）

54.02 合成繊維の長繊維の糸（67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。）

54.03 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。）

54.04
合成繊維の単繊維（67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る。）及び合成繊維材料のストリップその他こ
れに類する物品（例えば、人造ストロー。見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る。）

54.05
再生繊維又は半合成繊維の単繊維（67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る。）及び再生繊維又は半合
成繊維の材料のストリップその他これに類する物品（例えば、人造ストロー。見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る。）

54.06 人造繊維の長繊維の糸（小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。）

54.07 合成繊維の長繊維の糸の織物（第54.04項の材料の織物を含む。）

54.08 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物（第54.05項の材料の織物を含む。）

55 人造繊維の短繊維及びその織物

55.01 合成繊維の長繊維のトウ
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55.02 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ

55.03 合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。）

55.04 再生繊維又は半合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。）

55.06 合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。）

55.07 再生繊維又は半合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。）

55.08 縫糸（人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。）

55.09 合成繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にしたものを除く。）

55.10 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にしたものを除く。）

55.11 人造繊維の紡績糸（小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。）

55.12 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維の重量が全重量の85％以上のものに限る。）

55.13
合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維の重量が全重量の85％未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平
方メートルにつき170グラム以下のものに限る。）

55.14
合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維の重量が全重量の85％未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平
方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。）

55.15 合成繊維の短繊維のその他の織物

55.16 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物

56 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品

56.01 紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが5ミリメートル以下の紡織用繊維（フロック）、紡織用繊維のダスト及びミルネップ

56.02 フェルト（染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。）

56.03 不織布（染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。）

56.04
ゴム糸及びゴムひも（紡織用繊維で被覆したものに限る。）並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物
品（ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。）

56.05
金属を交えた糸（紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品で、糸状、ストリップ状又は粉状の金属と結合
したもの及び金属で被覆したものに限るものとし、ジンプヤーンであるかないかを問わない。）

56.06
ジンプヤーン（第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品をしんに使用したものを含むものとし、第56.05項のもの及び馬毛をし
ん糸に使用したジンプヤーンを除く。）、シェニールヤーン（フロックシェニールヤーンを含む。）及びループウェールヤーン

56.07 ひも、綱及びケーブル（組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。）

56.08 結び網地（ひも又は綱から製造したものに限る。）及び漁網その他の網（製品にしたもので、紡織用繊維製のものに限る。）

56.09 糸、第54.04項若しくは第54.05項のストリップその他これに類する物品、ひも、綱又はケーブルの製品（他の項に該当するものを除く。）

57 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物

57.01 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。）

57.02
じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物を含み、織物製のものに
限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。）

57.03 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（タフトしたものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。）

57.04
じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（フェルト製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工を
したものを除く。）

57.05 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（製品にしたものであるかないかを問わないものとし、この類の他の項に該当するものを除く。）

58 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布

58.01 パイル織物及びシェニール織物（第58.02項又は第58.06項の織物類を除く。）

58.02 テリータオル地その他のテリー織物（第58.06項の細幅織物類を除く。）及びタフテッド織物類（第57.03項の物品を除く。）
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58.03 もじり織物（第58.06項の細幅織物類を除く。）

58.04
チュールその他の網地（織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。）及びレース（レース地及びモチーフに限るものとし、第60.02項
から第60.06項までの編物を除く。）

58.05
ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びプチポワン、クロスステッチ等を使用
して手針によりつづれ織り風にした織物（製品にしたものであるかないかを問わない。）

58.06 細幅織物（第58.07項の物品を除く。）及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類（ボルダック）

58.07
紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品（反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切つたものに限るもの
とし、ししゆうしたものを除く。）

58.08
組ひも及び装飾用トリミング（そのまま特定の用途に供しないものに限るものとし、装飾用トリミングにあつては、ししゆうしたもの及びメリヤス編み又
はクロセ編みのものを除く。）並びにタッセル、ポンポンその他これらに類する製品

58.09
金属糸又は第56.05項の金属を交えた糸の織物（衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当
するものを除く。）

58.10 ししゆう布（モチーフを含む。）

58.11 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品（第58.10項のししゆう布を除く。）

59 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品

59.01
書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類でガム又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カ
ンバス及びハットファンデーション用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類

59.02 タイヤコードファブリック（ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの強力糸のものに限る。）

59.03 紡織用繊維の織物類（プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものに限るものとし、第59.02項のものを除く。）

59.05 紡織用繊維の壁面被覆材

59.06 ゴム加工をした紡織用繊維の織物類（第59.02項のものを除く。）

59.07
その他の紡織用繊維の織物類（染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。）及び劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使
用する図案を描いた織物類

59.08
紡織用繊維製のしん（織り、組み又は編んだもので、ランプ用、ストーブ用、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供するものに限る。）
並びに白熱ガスマントル及び白熱ガスマントル用の管状編物（染み込ませてあるかないかを問わない。）

59.09 紡織用繊維製のホースその他これに類する管状の製品（他の材料により内張りし又は補強したもの及び他の材料の附属品を有するものを含む。）

59.10
伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング（紡織用繊維製のものに限るものとし、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し若しくは積層して
あるかないか又は金属その他の材料により補強してあるかないかを問わない。）

59.11 紡織用繊維の物品及び製品（技術的用途に供するもので、この類の注7のものに限る。）

60 メリヤス編物及びクロセ編物

60.01 パイル編物（ロングパイル編物及びテリー編物を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）

60.02
メリヤス編物及びクロセ編物（幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5％以上のものに限るものとし、第60.01項のもの
を除く。）

60.03 メリヤス編物及びクロセ編物（幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60.01項及び第60.02項のものを除く。）

60.04
メリヤス編物及びクロセ編物（幅が30センチメートルを超え、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5％以上のものに限るものとし、第60.01項のもの
を除く。）

60.05 たてメリヤス編物（ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第60.01項から第60.04項までのものを除く。）

60.06 その他のメリヤス編物及びクロセ編物

61 衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）

61.01
男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.03項のものを除く。）

61.02
女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.04項のものを除く。）

61.03
男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（水着を除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みの
ものに限る。）

61.04
女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（水着を除
く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）

61.05 男子用のシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）
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61.06 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）

61.07
男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品（メリヤス編み又はクロセ
編みのものに限る。）

61.08
女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）

61.09 Ｔシャツ、シングレットその他これらに類する肌着（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）

61.10 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）

61.11 乳児用の衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）

61.12 トラックスーツ、スキースーツ及び水着（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）

61.13 衣類（第59.03項、第59.06項又は第59.07項のメリヤス編物又はクロセ編物から製品にしたものに限る。）

61.14 その他の衣類（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）

61.15
パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類（段階的圧縮靴下（例えば、静脈瘤症用のストッキング）及び履物として使用す
るもの（更に別の底を取り付けてないものに限る。）を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）

61.16 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）

61.17
その他の衣類附属品（製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）及び衣類又は衣類附属品の部分品（メリヤス編み又はクロ
セ編みのものに限る。）

62 衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。）

62.01
男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（第62.03項のものを除く。）

62.02
女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（第62.04項のものを除く。）

62.03 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（水着を除く。）

62.04
女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（水着を除
く。）

62.05 男子用のシャツ

62.06 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス

62.07
男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これら
に類する製品

62.08
女子用のシングレットその他これに類する肌着、スリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシ
ングガウンその他これらに類する製品

62.09 乳児用の衣類及び衣類附属品

62.10 衣類（第56.02項、第56.03項、第59.03項、第59.06項又は第59.07項の織物類から製品にしたものに限る。）

62.11 トラックスーツ、スキースーツ及び水着並びにその他の衣類

62.12
ブラジャー、ガードル、コルセット、サスペンダー、ガーターその他これらに類する製品及びこれらの部分品（メリヤス編みであるかないか又はクロセ
編みであるかないかを問わない。）

62.13 ハンカチ

62.14 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品

62.15 ネクタイ

62.16 手袋、ミトン及びミット

62.17 その他の衣類附属品（製品にしたものに限る。）及び衣類又は衣類附属品の部分品（第62.12項のものを除く。）

63 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ

63.01 毛布及びひざ掛け

63.02 ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン
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63.03 カーテン（ドレープを含む。）、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス

63.04 その他の室内用品（第94.04項のものを除く。）

63.05 包装に使用する種類の袋

63.06 ターポリン及び日よけ、テント、帆（ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。）並びにキャンプ用品

63.07 その他のもの（ドレスパターンを含むものとし、製品にしたものに限る。）

63.08
織物と糸から成るセット（附属品を有するか有しないかを問わないものとし、ラグ、つづれ織物、ししゆうを施したテーブルクロス又はナプキンその他
これらに類する紡織用繊維製品を作るためのもので、小売用の包装をしたものに限る。）

64 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

64.06
履物の部分品（甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。）及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これ
らに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品

65 帽子及びその部分品

65.01 フェルト製の帽体（成型し又はつばを付けたものを除く。）並びにフェルト製のプラトウ及びマンション（スリットマンションを含む。）

65.02
帽体（組んだもの及びストリップ（材料を問わない。）を組み合わせて作つたものに限るものとし、成型し、つばを付け、裏張りし又はトリミングしたも
のを除く。）

65.04
帽子（組んだもの及びストリップ（材料を問わない。）を組み合わせて作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかな
いかを問わない。）

65.05
帽子（メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類（ストリップのものを除く。）から作つたものに限るもの
とし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。）及びヘアネット（材料を問わないものとし、裏貼りしてあるかないか又は
トリミングしてあるかないかを問わない。）

65.06 その他の帽子（裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。）

65.07 帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも

70 ガラス及びその製品

70.19 ガラス繊維（グラスウールを含む。）及びその製品（例えば、ガラス繊維の糸及び織物）

71 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

71.04
合成又は再生の貴石及び半貴石（加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。た
だし、格付けしてない合成又は再生の貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。）

94
家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具（他の類に該当するも
のを除く。）及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

94.02
医療用又は獣医用の備付品（例えば、手術台、検査台、病院用機構付きベッド及び歯科用いす）及び理髪用いすその他これに類するいすで回転
し、傾斜し、かつ、上下するための機構を有するもの並びにこれらの部分品

94.04
寝具その他これに類する物品（例えば、マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又
は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを問わない。）及びマットレスサ
ポート

96 雑品

96.19 生理用のナプキン（パッド）及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品（材料を問わない。）

96.20 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品



117

HS2017コード

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 E 製造業

中分類 12 木材・木製品製造業（家具を除く）

HSコード HS2017コード 項目名(和訳）

05 動物性生産品（他の類に該当するものを除く。）

05.01 人髪（加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。）及びそのくず

44 木材及びその製品並びに木炭

44.01
のこくず及び木くず（棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。）、薪材並びにチップ状又は
小片状の木材

44.03 木材（粗のものに限るものとし、皮若しくは辺材を剥いであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。）

44.04
たが材、割つたポール、木製のくい（端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。）、木製の棒（つえ、傘の柄、工具の柄その他これら
に類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。）及びチップウッドその
他これに類するもの

44.05 木毛及び木粉

44.06 木製の鉄道用又は軌道用の枕木

44.07
木材（縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦
継ぎしたものであるかないかを問わない。）

44.08
化粧ばり用単板（積層木材を平削りすることにより得られるものを含む。）、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及びその他の縦にひき、平
削りし又は丸剥ぎした木材（厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものである
かないかを問わない。）

44.09
さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端又は面に沿つて連続的に施した木材（寄せ木床用のストリップ又はフリーズで
組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。）

44.10
パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード（OSB）その他これに類するボード（例えば、ウェファーボード）（木材その他の木質の材料のもの
に限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。）

44.11 繊維板（木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問わない。）

44.12 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材

44.13 改良木材（塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。）

44.14 木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁

44.15
木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用
ボード並びに木製のパレット枠

44.16 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品（たる材及びおけ材を含む。）

44.17 木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型

44.18 木製建具及び建築用木工品（セルラーウッドパネル、組み合わせた床用パネル及びこけら板を含む。）

44.19 木製の食卓用品及び台所用品

44.20
寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に
属しない木製の家具

44.21 その他の木製品

45 コルク及びその製品

45.01 天然コルク（粗のもの及び単に調製したものに限る。）、コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク

45.02
天然コルク（鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形（正方形を含む。）の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓の
ブランクで角が鋭いものを含む。）

45.03 天然コルクの製品

45.04 凝集コルク（凝集剤を使用してあるかないかを問わない。）及びその製品

46 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

46.01
さなだその他これに類する組物材料から成る物品（ストリップ状であるかないかを問わない。）並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物
材料から成る物品を平行につなぎ及び織つたものであつてシート状のもの（最終製品（敷物、壁掛等）であるかないかを問わない。）
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HSコード HS2017コード 項目名(和訳）

46.02 かご細工物、枝条細工物その他の製品（組物材料から直接造形したもの及び第46.01項の物品から製造したものに限る。）及びへちま製品

49 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案

49.05
地図、海図その他これらに類する図（製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷し
たものに限る。）

64 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

64.06
履物の部分品（甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。）及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これ
らに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品

65 帽子及びその部分品

65.06 その他の帽子（裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。）
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HS2017コード

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 E 製造業

中分類 13 家具・装備品製造業

HSコード HS2017コード 項目名(和訳）

30 医療用品

30.06 この類の注4の医療用品

59 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品

59.04 リノリウム及び床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆したもの（特定の形状に切つてあるかないかを問わない。）

64 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

64.06
履物の部分品（甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。）及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これ
らに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品

65 帽子及びその部分品

65.06 その他の帽子（裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。）

71 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

71.17 身辺用模造細貨類

94
家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具（他の類に該当するも
のを除く。）及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

94.01 腰掛け（寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第94.02項のものを除く。）及びその部分品

94.03 その他の家具及びその部分品

94.04
寝具その他これに類する物品（例えば、マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又
は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを問わない。）及びマットレスサ
ポート

94.05
ランプその他の照明器具及びその部分品（サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。）並びに光源を据え付けた
イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品（他の項に該当するものを除く。）

94.06 プレハブ建築物

96 雑品

96.10 石盤、黒板その他これらに類する板（筆記用又は図画用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。）

96.20 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品



120

HS2017コード

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 E 製造業

中分類 14 パルプ・紙・紙加工品製造業

HSコード HS2017コード 項目名(和訳）

30 医療用品

30.06 この類の注4の医療用品

47 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙

47.01 機械木材パルプ

47.02 化学木材パルプ（溶解用のものに限る。）

47.03 化学木材パルプ（ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）に限るものとし、溶解用のものを除く。）

47.04 化学木材パルプ（亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）に限るものとし、溶解用のものを除く。）

47.05 機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ

47.06 古紙パルプ及びその他の繊維素繊維を原料とするパルプ

48 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

48.01 新聞用紙（ロール状又はシート状のものに限る。）

48.02
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙（ロール状又は長方形
（正方形を含む。）のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。）並びに手すきの紙及び板紙

48.03
トイレットペーパー、化粧用ティッシュ、紙タオル、紙ナプキンその他これらに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング
及びセルロース繊維のウェブ（ロール状又はシート状のものに限るものとし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、せん孔し、表面に着色し
若しくは装飾を施し又は印刷したものであるかないかを問わない。）

48.04 クラフト紙及びクラフト板紙（塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第48.02項又は第48.03項のものを除く。）

48.05
その他の紙及び板紙（塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、この類の注3に規定する加工のほかに更に加工をしたもの
を除く。）

48.06 硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙（ロール状又はシート状のものに限る。）

48.07
接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙（ロール状又はシート状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又
は染み込ませたものを除く。）

48.08
コルゲート加工をし（平らな表面紙を張り付けてあるかないかを問わない。）、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし又はせん孔した紙及び板
紙（ロール状又はシート状のものに限るものとし、第48.03項の紙を除く。）

48.09
カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙（謄写版原紙用又はオフセットプレート用の塗布し又は染み込ませた紙を含み、ロー
ル状又はシート状のものに限るものとし、印刷してあるかないかを問わない。）

48.10
紙及び板紙（カオリンその他の無機物質を片面又は両面に塗布し（結合剤を使用してあるかないかを問わない。）、かつ、その他の物質を塗布して
ないもので、ロール状又は長方形（正方形を含む。）のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、表面に着色し若しくは装飾を施してあるかな
いか又は印刷してあるかないかを問わない。）

48.11
紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ（ロール状又は長方形（正方形を含む。）のシート状のもので、大きさを問わず、塗
布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものに限るものとし、第48.03項、第48.09項又は第48.10項の物品を除
く。）

48.12 製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート

48.13 製造たばこ用巻紙（特定の大きさに切り、小冊子状にし又は円筒状にしたものであるかないかを問わない。）

48.14 壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー

48.16
カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙（箱入りにしてあるかないかを問わないものとし、第48.09項のものを除く。）並びに謄
写版原紙及び紙製のオフセットプレート（箱入りにしてあるかないかを問わない。）

48.17 紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの

48.18

トイレットペーパーその他これに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ（幅が36セン
チメートル以下のロール状にし又は特定の大きさ若しくは形状に切つたものに限る。）並びに製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製又
はセルロース繊維のウェブ製のハンカチ、クレンジングティッシュ、タオル、テーブルクロス、ナプキン、ベッドシーツその他これらに類する家庭用品、
衛生用品及び病院用品、衣類並びに衣類附属品

48.19
紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類箱、レ
タートレイその他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの

48.20
紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書
類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム（見本用又は収集用のものに限
る。）並びにブックカバー
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48.21 紙製又は板紙製のラベル（印刷してあるかないかを問わない。）

48.22
製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類（せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを
問わない。）

48.23
その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ（特定の大きさ又は形状に切つたものに限る。）並びに製紙用パルプ、
紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロース繊維のウェブのその他の製品

59 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品

59.04 リノリウム及び床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆したもの（特定の形状に切つてあるかないかを問わない。）

59.05 紡織用繊維の壁面被覆材

64 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

64.06
履物の部分品（甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。）及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これ
らに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品

65 帽子及びその部分品

65.06 その他の帽子（裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。）

96 雑品

96.19 生理用のナプキン（パッド）及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品（材料を問わない。）

96.20 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品
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HS2017コード

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 E 製造業

中分類 15 印刷・同関連業

HSコード HS2017コード 項目名(和訳）

49 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案

49.11 その他の印刷物（印刷した絵画及び写真を含む。）

4911.99 その他の印刷物（印刷した絵画及び写真を含む。）_その他のもの_その他のもの

84 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

84.42
プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器（第84.56項から第84.65項までの機械を除く。）、プレート、シリン
ダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックス
トーン

8442.50

プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器（第84.56項から第84.65項までの機械を除く。）、プレート、シリンダー
その他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン_
プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソ
グラフィックストーン
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HS2017コード

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 E 製造業

中分類 32 その他の製造業

HSコード HS2017コード 項目名(和訳）

05 動物性生産品（他の類に該当するものを除く。）

05.01 人髪（加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。）及びそのくず

30 医療用品

30.06 この類の注4の医療用品

36 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料

36.01 火薬

36.02 爆薬

36.03 導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管

36.04 花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工品

36.05 マッチ（第36.04項の火工品を除く。）

36.06 フェロセリウムその他の発火性合金（形状を問わない。）及びこの類の注2の可燃性材料の製品

42 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

42.03 衣類及び衣類附属品（革製又はコンポジションレザー製のものに限る。）

42.06 腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品

49 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案

49.05
地図、海図その他これらに類する図（製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷し
たものに限る。）

64 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

64.02 その他の履物（本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。）

64.03 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。）

64.06
履物の部分品（甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。）及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これ
らに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品

65 帽子及びその部分品

65.06 その他の帽子（裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。）

66 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品

66.01 傘（つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類するものを含む。）

66.02 つえ、シートステッキ、むちその他これらに類する製品

66.03 第66.01項又は第66.02項の製品の部分品、トリミング及び附属品

67 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

67.01
羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿毛並びにこれらの製品（この項には、第05.05項の物品並びに加工した羽軸及
び羽茎を含まない。）

67.02 人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品

67.03
人髪（仕上げをし、梳き、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。）及び羊毛、獣毛その他の紡織用繊維（かつらその他これに類する物品の製
造用に調製したものに限る。）

67.04
かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品（人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。）及び人髪製品（他
の項に該当するものを除く。）
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HSコード HS2017コード 項目名(和訳）

71 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

71.01
天然又は養殖の真珠（加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。ただし、天然又
は養殖の真珠を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。）

71.02 ダイヤモンド（加工してあるかないかを問わないものとし、取り付けたものを除く。）

71.03
貴石及び半貴石（加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたもの及びダイヤモンドを除く。た
だし、格付けしてない貴石（ダイヤモンドを除く。）又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。）

71.04
合成又は再生の貴石及び半貴石（加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。た
だし、格付けしてない合成又は再生の貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。）

71.05 天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト及び粉

71.13 身辺用細貨類及びその部分品（貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。）

71.14 細工品及びその部分品（貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。）

71.15 その他の製品（貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。）

71.16 天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品

71.17 身辺用模造細貨類

71.18 貨幣

85
電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び
附属品

85.04 トランスフォーマー、スタティックコンバーター（例えば、整流器）及びインダクター

85.05
電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに
電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド

85.11
火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器（例えば、点火用磁石発電機、直流磁石発電機、イグニション
コイル、点火プラグ、予熱プラグ及びスターター）並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機（例えば、直流発電機及び交流発電機）及び開
閉器

85.12
電気式の照明用又は信号用の機器（第85.39項の物品を除く。）、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置（自転車又は自動車に使用する種
類のものに限る。）

85.14
工業用又は理化学用の電気炉（電磁誘導又は誘電損失により機能するものを含む。）及び工業用又は理化学用のその他の機器（電磁誘導又は誘
電損失により物質を加熱処理するものに限る。）

85.15
はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器（電気式（電気加熱ガス式を含む。）、レーザーその他の光子ビーム式、超音波式、電子ビーム式、磁
気パルス式又はプラズマアーク式のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。）及び金属又はサーメットの熱吹付
け用電気機器

85.18
マイクロホン及びそのスタンド、拡声器（エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。）、ヘッドホン及びイヤホン（マイクロホンを取り付け
てあるかないかを問わない。）、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置

85.19 音声の記録用又は再生用の機器

85.21 ビデオの記録用又は再生用の機器（ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。）

85.22 部分品及び附属品（第85.19項又は第85.21項の機器に専ら又は主として使用するものに限る。）

85.23
ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体（記録してあるかないかを問わず、ディスク製造用の原盤及びマスターを
含むものとし、第37類の物品を除く。）

85.25
ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器（受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。）、テレビジョンカメラ、デ
ジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー

85.27 ラジオ放送用の受信機器（同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又は時計と結合してあるかないかを問わない。）

85.28
モニター及びビデオプロジェクター（テレビジョン受像機器を有しないものに限る。）並びにテレビジョン受像機器（ラジオ放送用受信機又は音声若し
くはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。）

85.29 第85.25項から第85.28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品

85.30 鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器（第86.08項のものを除く。）

85.31
電気式の音響信号用又は可視信号用の機器（例えば、ベル、サイレン、表示盤、盗難警報器及び火災警報器。第85.12項又は第85.30項のものを
除く。）

85.32 固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー

85.33 電気抵抗器（可変抵抗器及びポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。）

85.39 フィラメント電球及び放電管（シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。）、アーク灯並びに発光ダイオード（LED）ランプ

85.42 集積回路
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HSコード HS2017コード 項目名(和訳）

85.43 電気機器（固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。）

85.45
炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒、電池用炭素棒その他の製品で黒鉛その他の炭素のもの（電気的用途に供する種類のものに限るものと
し、金属を取り付けてあるかないかを問わない。）

85.46 がい子（材料を問わない。）

85.47
電気機器の電気絶縁用物品（成形中に金属製のさ細な部分（例えば、ねじを切つたソケット）を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料
製のものに限るものとし、第85.46項のがい子を除く。）並びに電線用導管及びその継手（卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。）

85.48 一次電池又は蓄電池のくず、使用済みの一次電池及び蓄電池並びに機器の電気式部分品（この類の他の項に該当するものを除く。）

90 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

90.03 眼鏡のフレーム及びその部分品

90.04 視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡

90.18 医療用又は獣医用の機器（シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。）

90.19
機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用
機器

90.20 その他の呼吸用機器及びガスマスク（機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。）

90.21
整形外科用機器（松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。）、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器（着用し、携帯し又は人体内に埋
めて使用するものに限る。）、人造の人体の部分及び副木その他の骨折治療具

90.23 教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型

91 時計及びその部分品

91.01 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを含むものとし、ケースに貴金属又は貴金属を張つた金属を使用したものに限る。）

91.02 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを含むものとし、第91.01項のものを除く。）

91.03 時計（ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、携帯用時計及び第91.04項の時計を除く。）

91.04 計器盤用時計その他これに類する時計（車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用のものに限る。）

91.05 その他の時計（携帯用時計を除く。）

91.06
時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の機器（時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。例えば、タイムレジス
ター及びタイムレコーダー）

91.07 タイムスイッチ（時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。）

91.08 ウォッチムーブメント（完成品に限る。）

91.09 その他の時計用ムーブメント（完成品に限る。）

91.10
時計用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの（ムーブメントセット）、未完成の時計用ムーブメ
ントで組み立てたもの並びに時計用ラフムーブメント

91.11 携帯用時計のケース及びその部分品

91.12 時計（携帯用時計を除く。）のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に使用するもの並びにこれらの部分品

91.13 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品

91.14 その他の時計の部分品

92 楽器並びにその部分品及び附属品

92.01 ピアノ（自動ピアノを含む。）、ハープシコードその他鍵盤のある弦楽器

92.02 その他の弦楽器（例えば、ギター、バイオリン及びハープ）

92.05
吹奏楽器（例えば、鍵盤のあるパイプオルガン、アコーディオン、クラリネット、トランペット及びバグパイプ。オーケストリオン及びバーバリアオルガン
を除く。）

92.06 打楽器（例えば、太鼓、木琴、シンバル、カスタネット及びマラカス）

92.07 電気的に音を発生し又は増幅する楽器（例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン）
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92.08
オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き鳥、ミュージカルソーその他の楽器（この類の他の項に該当するものを除く。）、おと
り笛及びホイッスル、角笛その他の音響信号用笛

92.09 楽器の部分品（例えば、オルゴールの機構）及び附属品（例えば、機械式演奏用のカード、ディスク及びロール）、メトロノーム、音さ並びに調子笛

94
家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具（他の類に該当するも
のを除く。）及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

94.01 腰掛け（寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第94.02項のものを除く。）及びその部分品

94.02
医療用又は獣医用の備付品（例えば、手術台、検査台、病院用機構付きベッド及び歯科用いす）及び理髪用いすその他これに類するいすで回転
し、傾斜し、かつ、上下するための機構を有するもの並びにこれらの部分品

94.03 その他の家具及びその部分品

94.04
寝具その他これに類する物品（例えば、マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又
は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを問わない。）及びマットレスサ
ポート

94.06 プレハブ建築物

95 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

95.03
三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、人形、その他の玩具、縮尺模型その他これに類する娯
楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル

95.04
ビデオゲーム用のコンソール及び機器、遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品（ピンテーブル、ビリヤード台、カジノ用に特に製造し
たテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。）

95.05 祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品（奇術用具を含む。）

95.06
身体トレーニング、体操、競技その他の運動（卓球を含む。）又は戸外遊戯に使用する物品（この類の他の項に該当するものを除く。）及び水泳用又
は水遊び用のプール

95.07
釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具（第92.08項又は第97.05項のものを除く。）その他こ
れに類する狩猟用具

96 雑品

96.01
アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料（加工したものに限る。）及び製
品（これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。）

96.02
植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料（加工したものに限る。）及び製品（これらの材料から製造したものに限る。）、成形品、彫刻品及び
細工品（ろう、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリングペーストから製造したものに限る。）、他の項に該当しないその他の成形品、彫刻品
及び細工品並びに硬化させてないゼラチン（加工したものに限るものとし、第35.03項のゼラチンを除く。）及び硬化させてないゼラチンの製品

96.03
ほうき、ブラシ（機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。）、動力駆動式でない手動床掃除機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又は
ブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、ペイントローラー並びにスクイージー（ローラースクイージーを除く。）

96.04 手ふるい

96.06 ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品（ボタンモールドを含む。）並びにボタンのブランク

96.07 スライドファスナー及びその部分品

96.08
ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシ
ルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品（キャップ及びクリップを含むものとし、第96.09項の物品を除く。）

96.09 鉛筆（第96.08項のシャープペンシルを除く。）、クレヨン、鉛筆のしん、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク

96.10 石盤、黒板その他これらに類する板（筆記用又は図画用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。）

96.11
日付印、封かん用の印、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品（ラベルに印捺又は型押しをする器具を含むものとし、手動式のものに限
る。）並びに手動式コンポジションスティック及びこれを有する手動式印刷用セット

96.12
タイプライターリボンその他これに類するリボン（インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものに限るものとし、
スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。）及びインキパッド（インキを付けてあるかないか又は箱に入れ
てあるかないかを問わない。）

96.13 たばこ用ライターその他のライター（機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。）及びその部分品（着火石及びしんを除く。）

96.14 喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品

96.15
くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品（第85.16項の物
品を除く。）及びこれらの部分品

96.16 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部並びに化粧用のパフ及びパッド

96.17 魔法瓶その他の真空容器（ケース入りのものに限る。）及びその部分品（ガラス製の内部容器を除く。）

96.18 マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの

96.20 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品
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HS2017コード

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 I 卸売業・小売業

中分類 58 飲食料品小売業

HSコード HS2017コード 項目名(和訳）

19 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

19.05
パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品（ココアを含有するかしないかを問わない。）及び聖さん用ウエハー、医療用に適す
るオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品

1905.10
パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品（ココアを含有するかしないかを問わない。）及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオ
ブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品_クリスプブレッド

1905.20
パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品（ココアを含有するかしないかを問わない。）及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオ
ブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品_ジンジャーブレッドその他これに類する物品

1905.31
パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品（ココアを含有するかしないかを問わない。）及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオ
ブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品_スイートビスケット、ワッフル及びウエハー_スイートビスケット

1905.32
パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品（ココアを含有するかしないかを問わない。）及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオ
ブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品_スイートビスケット、ワッフル及びウエハー_ワッフル及びウエハー

1905.40
パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品（ココアを含有するかしないかを問わない。）及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオ
ブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品_ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品

1905.90
パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品（ココアを含有するかしないかを問わない。）及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオ
ブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品_その他のもの
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COICOP分類・平成26年全国消費実態調査  収支項目分類（品目分類）

大分類 中分類 分類名 コード 名称 備考

102 米 1 1 食料 A 農業，林業

120 パン 1 1 食料 9 食料品製造業

130 麺類 1 1 食料 9 食料品製造業

140 他の穀類 1 1 食料 9 食料品製造業

170 生鮮魚介 1 1 食料 9 食料品製造業

195 塩干魚介 1 1 食料 9 食料品製造業

203 魚肉練製品 1 1 食料 9 食料品製造業

213 他の魚介加工品 1 1 食料 9 食料品製造業

220 牛肉 1 1 食料 9 食料品製造業

221 豚肉 1 1 食料 9 食料品製造業

222 鶏肉 1 1 食料 9 食料品製造業

22X 合いびき肉 1 1 食料 9 食料品製造業

224 他の生鮮肉 1 1 食料 9 食料品製造業

225 ハム・ソーセージ 1 1 食料 9 食料品製造業

229 他の加工肉 1 1 食料 9 食料品製造業

230 牛乳 1 1 食料 9 食料品製造業

231 粉ミルク 1 1 食料 9 食料品製造業

232 ヨーグルト 1 1 食料 9 食料品製造業

233 バター・チーズ 1 1 食料 9 食料品製造業

235 他の乳製品 1 1 食料 9 食料品製造業

238 卵 1 1 食料 9 食料品製造業

240 生鮮野菜 1 1 食料 9 食料品製造業

273 豆類 1 1 食料 9 食料品製造業

276 干しのり 1 1 食料 9 食料品製造業

277 わかめ・こんぶ 1 1 食料 9 食料品製造業

279 他の乾物・海藻 1 1 食料 9 食料品製造業

280 豆腐 1 1 食料 9 食料品製造業

281 油揚げ・がんもどき 1 1 食料 9 食料品製造業

282 納豆 1 1 食料 9 食料品製造業

289 他の大豆製品 1 1 食料 9 食料品製造業

290 こんにゃく 1 1 食料 9 食料品製造業

294 野菜の漬物 1 1 食料 9 食料品製造業

296 野菜・海藻のつくだ煮 1 1 食料 9 食料品製造業

299 他の野菜・海藻加工品のその他 1 1 食料 9 食料品製造業

300 生鮮果物 1 1 食料 9 食料品製造業

319 果物加工品 1 1 食料 9 食料品製造業

320 食用油 1 1 食料 9 食料品製造業

321 マーガリン 1 1 食料 9 食料品製造業

322 食塩 1 1 食料 9 食料品製造業

323 しよう油 1 1 食料 9 食料品製造業

324 みそ 1 1 食料 9 食料品製造業

325 砂糖 1 1 食料 9 食料品製造業

327 酢 1 1 食料 9 食料品製造業

328 ソース・ケチャップ 1 1 食料 9 食料品製造業

330 マヨネーズ・マヨネーズ風調味料 1 1 食料 9 食料品製造業

331 ジャム 1 1 食料 9 食料品製造業

332 ドレッシング 1 1 食料 9 食料品製造業

333 カレールウ 1 1 食料 9 食料品製造業

339 他の調味料 1 1 食料 9 食料品製造業

全国消費実態調査
収支項目分類(品目分類)

COICOP分類 日本標準産業分類（METI：財分野 中分類、それ以外：大分類）
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大分類 中分類 分類名 コード 名称 備考

全国消費実態調査
収支項目分類(品目分類)

COICOP分類 日本標準産業分類（METI：財分野 中分類、それ以外：大分類）

340 菓子類 1 1 食料 9 食料品製造業

360 弁当 1 X
その他(分類できない食料及び非アル
コール飲料)

9 食料品製造業

36A すし(弁当) 1 X
その他(分類できない食料及び非アル
コール飲料)

9 食料品製造業

36B おにぎり・その他 1 1 食料 9 食料品製造業

361 調理パン 1 1 食料 9 食料品製造業

363 他の主食的調理食品 1 1 食料 9 食料品製造業

370 冷凍調理食品 1 X
その他(分類できない食料及び非アル
コール飲料)

9 食料品製造業

37X そうざい材料セット(宅配) 1 X
その他(分類できない食料及び非アル
コール飲料)

9 食料品製造業

37Y そうざい材料セット(宅配以外) 1 X
その他(分類できない食料及び非アル
コール飲料)

9 食料品製造業

376 他の調理食品のその他 1 X
その他(分類できない食料及び非アル
コール飲料)

9 食料品製造業

380 緑茶 1 2 非アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

381 紅茶 1 2 非アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

382 コーヒー 1 2 非アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

383 他の茶葉 1 2 非アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

384 コーヒー飲料 1 2 非アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

385 果実・野菜ジュース 1 2 非アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

386 ココア・ココア飲料 1 2 非アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

387 炭酸飲料 1 2 非アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

388 乳酸菌飲料 1 X
その他(分類できない食料及び非アル
コール飲料)

10 飲料・たばこ・飼料製造業

38A 乳飲料 1 1 食料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

38B ミネラルウォーター 1 2 非アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

38X 茶飲料 1 2 非アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

38Y スポーツドリンク 1 2 非アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

389 他の飲料のその他 1 2 非アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

3X1 清酒 2 1 アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

3X3 焼酎 2 1 アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

3X4 ビール 2 1 アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

3X5 ウイスキー 2 1 アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

3X7 発泡酒・ビール風アルコール飲料 2 1 アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

3X9 ワイン 2 1 アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

3X8 チューハイ・カクテル 2 1 アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

3XX 他の酒 2 1 アルコール飲料 10 飲料・たばこ・飼料製造業

36X 弁当(宅配) 11 1 賄いサービス M 宿泊業，飲食サービス業

411 太陽光発電システム 4 3 住居の管理及び修繕 29 電気機械器具製造業

410 他の設備器具 4 3 住居の管理及び修繕 29 電気機械器具製造業

433 灯油 4 5 電気、ガス及び他の燃料 17 石油製品・石炭製品製造業

439 他の光熱のその他 4 5 電気、ガス及び他の燃料 17 石油製品・石炭製品製造業

45X 電子レンジ 5 3 家庭用器具 29 電気機械器具製造業

451 炊事用電気器具 5 3 家庭用器具 29 電気機械器具製造業

452 炊事用ガス器具 5 3 家庭用器具 24 金属製品製造業

453 電気冷蔵庫 5 3 家庭用器具 29 電気機械器具製造業

455 電気掃除機 5 3 家庭用器具 29 電気機械器具製造業

456 電気洗濯機・衣類乾燥機 5 3 家庭用器具 29 電気機械器具製造業
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大分類 中分類 分類名 コード 名称 備考

全国消費実態調査
収支項目分類(品目分類)

COICOP分類 日本標準産業分類（METI：財分野 中分類、それ以外：大分類）

459 他の家事用耐久財 5 X
その他(分類できない家具、家庭用機
器及び家事サービス)

29 電気機械器具製造業

470 エアコンディショナ 5 3 家庭用器具 29 電気機械器具製造業

472 ストーブ・温風ヒーター 5 3 家庭用器具 24 金属製品製造業

479 他の冷暖房用器具 5 3 家庭用器具 29 電気機械器具製造業

480 たんす 5 1
家具及び装備品、カーペット及び他の
敷物

13 家具・装備品製造業

481 食卓セット 5 1
家具及び装備品、カーペット及び他の
敷物

13 家具・装備品製造業

483 食器戸棚 5 1
家具及び装備品、カーペット及び他の
敷物

13 家具・装備品製造業

489 他の家具 5 1
家具及び装備品、カーペット及び他の
敷物

13 家具・装備品製造業

491 照明器具 5 1
家具及び装備品、カーペット及び他の
敷物

29 電気機械器具製造業

492 室内装飾品 5 1
家具及び装備品、カーペット及び他の
敷物

32 その他の製造業

493 敷物 5 1
家具及び装備品、カーペット及び他の
敷物

11 繊維工業

496 カーテン 5 2 家庭用織物 11 繊維工業

499 他の室内装備品 5 X
その他(分類できない家具、家庭用機
器及び家事サービス)

32 その他の製造業

500 ベッド 5 1
家具及び装備品、カーペット及び他の
敷物

13 家具・装備品製造業

501 布団 5 2 家庭用織物 11 繊維工業

503 毛布 5 2 家庭用織物 11 繊維工業

509 他の寝具類 5 X
その他(分類できない家具、家庭用機
器及び家事サービス)

11 繊維工業

510 食卓用品 5 4
ガラス製品、食卓用器具及び家庭用
用具

24 金属製品製造業

517 台所用品 5 4
ガラス製品、食卓用器具及び家庭用
用具

24 金属製品製造業

529 他の家事雑貨 5 X
その他(分類できない家具、家庭用機
器及び家事サービス)

32 その他の製造業

530 ポリ袋・ラップ 5 6 日常管理用の物及びサービス 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く）

531 ティッシュ・トイレットペーパー 5 6 日常管理用の物及びサービス 14 パルプ・紙・紙加工品製造業

533 台所・住居用洗剤 5 6 日常管理用の物及びサービス 16 化学工業

534 洗濯用洗剤 5 6 日常管理用の物及びサービス 16 化学工業

536 柔軟仕上剤 5 6 日常管理用の物及びサービス 16 化学工業

537 芳香・消臭剤 5 6 日常管理用の物及びサービス 16 化学工業

539 他の家事用消耗品のその他 5 6 日常管理用の物及びサービス 16 化学工業

540 家事代行料 5 6 日常管理用の物及びサービス 16 化学工業

550 男子用和服 3 1 被服 11 繊維工業

552 婦人用和服 3 1 被服 11 繊維工業

558 子供用和服 3 1 被服 11 繊維工業

560 背広服 3 1 被服 11 繊維工業

561 男子用上着 3 1 被服 11 繊維工業

562 男子用ズボン 3 1 被服 11 繊維工業

563 男子用コート 3 1 被服 11 繊維工業

565 男子用学校制服 3 1 被服 11 繊維工業

569 他の男子用洋服 3 1 被服 11 繊維工業
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大分類 中分類 分類名 コード 名称 備考

全国消費実態調査
収支項目分類(品目分類)

COICOP分類 日本標準産業分類（METI：財分野 中分類、それ以外：大分類）

570 婦人服 3 1 被服 11 繊維工業

571 スカート 3 1 被服 11 繊維工業

572 婦人用スラックス 3 1 被服 11 繊維工業

573 婦人用コート 3 1 被服 11 繊維工業

574 婦人用上着 3 1 被服 11 繊維工業

575 女子用学校制服 3 1 被服 11 繊維工業

576 他の婦人用洋服 3 1 被服 11 繊維工業

580 子供用洋服 3 1 被服 11 繊維工業

590 ワイシャツ 3 1 被服 11 繊維工業

591 他の男子用シャツ 3 1 被服 11 繊維工業

592 男子用セーター 3 1 被服 11 繊維工業

593 ブラウス 3 1 被服 11 繊維工業

594 他の婦人用シャツ 3 1 被服 11 繊維工業

595 婦人用セーター 3 1 被服 11 繊維工業

596 子供用シャツ 3 1 被服 11 繊維工業

597 子供用セーター 3 1 被服 11 繊維工業

600 男子用下着類 3 1 被服 11 繊維工業

610 婦人用下着類 3 1 被服 11 繊維工業

620 子供用下着類 3 1 被服 11 繊維工業

630 生地・糸類 3 1 被服 11 繊維工業

651 ネクタイ 3 1 被服 11 繊維工業

654 男子用靴下 3 1 被服 11 繊維工業

655 婦人用靴下 3 1 被服 11 繊維工業

657 子供用靴下 3 1 被服 11 繊維工業

659 他の被服のその他 3 1 被服 11 繊維工業

670 男子靴 3 2 履物 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 19ゴム製、20革製品

672 婦人靴 3 2 履物 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 19ゴム製、20革製品

675 運動靴 3 2 履物 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 19ゴム製、20革製品

676 子供靴 3 2 履物 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 19ゴム製、20革製品

680 他の履物 3 2 履物 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 19ゴム製、20革製品

700 医薬品 6 1 医療用製品、装置及び器具 16 化学工業

710 健康保持用摂取品 6 1 医療用製品、装置及び器具 16 化学工業

711 保健用消耗品 12 X その他(分類不可) 11 繊維工業

712 眼鏡 6 1 医療用製品、装置及び器具 32 その他の製造業

71X 紙おむつ(大人用) 12 1 身体管理 14 パルプ・紙・紙加工品製造業

71Y 紙おむつ(乳幼児用) 12 1 身体管理 14 パルプ・紙・紙加工品製造業

714 コンタクトレンズ 6 1 医療用製品、装置及び器具 27 業務用機械器具製造業

719 他の保健医療用品・器具 12 X その他(分類不可) 27 業務用機械器具製造業

740 自動車購入 7 1 輸送機器の購入 31 輸送用機械器具製造業

742 自動車以外の輸送機器購入 7 1 輸送機器の購入 31 輸送用機械器具製造業

745 自転車購入 7 1 輸送機器の購入 31 輸送用機械器具製造業

750 ガソリン 7 2 個人輸送機器の操作 17 石油製品・石炭製品製造業

751 自動車等部品 7 2 個人輸送機器の操作 31 輸送用機械器具製造業

752 自動車等関連用品 12 X その他(分類不可) 31 輸送用機械器具製造業

764 他の通信機器 8 2 電話及びテレファックス用品 30 情報通信機械器具製造業

766 携帯電話 8 2 電話及びテレファックス用品 30 情報通信機械器具製造業

780 教科書・学習参考教材 9 5 新聞、書籍及び文房具 15 印刷・同関連業

801 テレビ 9 1 視聴覚、写真及び情報処理用品 30 情報通信機械器具製造業

803 携帯型音楽・映像用機器 9 1 視聴覚、写真及び情報処理用品 30 情報通信機械器具製造業

806 楽器 9 2 他の娯楽及び教養耐久財 32 その他の製造業
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大分類 中分類 分類名 コード 名称 備考

全国消費実態調査
収支項目分類(品目分類)

COICOP分類 日本標準産業分類（METI：財分野 中分類、それ以外：大分類）

807 書斎・学習用机・椅子 5 1
家具及び装備品、カーペット及び他の
敷物

13 家具・装備品製造業

809 他の教養娯楽用耐久財 12 X その他(分類不可) 32 その他の製造業

815 デジタルカメラ 9 1 視聴覚、写真及び情報処理用品 30 情報通信機械器具製造業

816 パソコン 9 1 視聴覚、写真及び情報処理用品 30 情報通信機械器具製造業

817 タブレット端末 9 1 視聴覚、写真及び情報処理用品 30 情報通信機械器具製造業

818
パソコン関連用品(周辺機器 部品 ソ
フトなど)

9 1 視聴覚、写真及び情報処理用品 30 情報通信機械器具製造業

811 ビデオカメラ 9 1 視聴覚、写真及び情報処理用品 30 情報通信機械器具製造業

813 ビデオレコータグー・プレイヤー 9 1 視聴覚、写真及び情報処理用品 30 情報通信機械器具製造業

820 耐久性文房具 9 5 新聞、書籍及び文房具 32 その他の製造業

821 消耗性文房具 9 5 新聞、書籍及び文房具 32 その他の製造業

830 スポーツ用具 9 3
他の娯楽品目及び用品、庭及びペッ
ト用品

32 その他の製造業

834 スポーツ用品 9 3
他の娯楽品目及び用品、庭及びペッ
ト用品

32 その他の製造業

835 ゲームソフト等 9 3
他の娯楽品目及び用品、庭及びペッ
ト用品

G 情報通信業

836 テレビゲーム機 9 3
他の娯楽品目及び用品、庭及びペッ
ト用品

32 その他の製造業

837 他の玩具 9 3
他の娯楽品目及び用品、庭及びペッ
ト用品

32 その他の製造業

84Y 他の愛玩動物・同用品 9 3
他の娯楽品目及び用品、庭及びペッ
ト用品

A 農業，林業

841 他の愛玩動物関連サービス 9 3
他の娯楽品目及び用品、庭及びペッ
ト用品

32 その他の製造業

842 他の教養娯楽用品のその他 9 X
その他(分類できない娯楽・レジャー・
文化)

32 その他の製造業

845 音楽・映像収録済メディア 9 1 視聴覚、写真及び情報処理用品 G 情報通信業

846 音楽・映像用未使用メディア 9 1 視聴覚、写真及び情報処理用品 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

847 園芸用品 12 X その他(分類不可) 32 その他の製造業

848 ペットフード 9 3
他の娯楽品目及び用品、庭及びペッ
ト用品

10 飲料・たばこ・飼料製造業

849 電池 5 5 家屋及び庭用の道具及び器具 29 電気機械器具製造業

850 新聞 9 5 新聞、書籍及び文房具 G 情報通信業

851 雑誌(週刊誌を含む) 9 5 新聞、書籍及び文房具 G 情報通信業

854 書籍 9 5 新聞、書籍及び文房具 G 情報通信業

859 他の印刷物 9 5 新聞、書籍及び文房具 G 情報通信業

900 理美容用電気器具 12 1 身体管理 29 電気機械器具製造業

903 他の理美容用品 12 1 身体管理 32 その他の製造業

904 浴用・洗顔石けん 12 1 身体管理 16 化学工業

905 シャンプー・歯磨き 12 1 身体管理 16 化学工業

907 整髪・養毛剤 12 1 身体管理 16 化学工業

913 化粧品 12 1 身体管理 16 化学工業

920 傘 12 3 他に分類されない財貨 32 その他の製造業

924 かぱん類 12 3 他に分類されない財貨 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 19ゴム製、20革製品

928 装身具 12 3 他に分類されない財貨 32 その他の製造業

930 腕時計 12 3 他に分類されない財貨 32 その他の製造業

932 他の身の回り用品 12 X その他(分類不可) 32 その他の製造業

935 身の回り用品関連サービス 12 X その他(分類不可) 32 その他の製造業

940 たぱこ 2 2 タバコ 10 飲料・たばこ・飼料製造業
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大分類 中分類 分類名 コード 名称 備考

全国消費実態調査
収支項目分類(品目分類)

COICOP分類 日本標準産業分類（METI：財分野 中分類、それ以外：大分類）

955 祭具・墓石 12 7
他に分類されないサービス他のサー
ビス

21 窯業・土石製品製造業

※ X：全国消費実態調査との対応のために便宜設けた分類。

-：対応品目なし

網掛：製造業の品目
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No. 中分類名 コード 名称 コード 名称 コード 名称 コード 名称

9 食料品製造業 111101 食肉 1111011 牛肉 11110111 和牛 1111011102 和牛去勢 t 124917 2728000 340774

9 食料品製造業 111101 食肉 1111011 牛肉 11110111 和牛 1111011103 和牛おす t 115 1023000 118

9 食料品製造業 111101 食肉 1111011 牛肉 11110112 乳牛 1111011201 乳牛めす t 54877 1097000 60200

9 食料品製造業 111101 食肉 1111011 牛肉 11110112 乳牛 1111011202 乳牛去勢 t 92387 1634000 150960

9 食料品製造業 111101 食肉 1111011 牛肉 11110112 乳牛 1111011203 乳牛おす t 223 1085000 242

9 食料品製造業 111101 食肉 1111011 牛肉 11110113 交雑牛 1111011301 交雑牛めす t 48198 1909000 92010

9 食料品製造業 111101 食肉 1111011 牛肉 11110113 交雑牛 1111011302 交雑牛去勢 t 59972 1963000 117725

9 食料品製造業 111101 食肉 1111011 牛肉 11110113 交雑牛 1111011303 交雑牛おす t 12 1104000 13

9 食料品製造業 111101 食肉 1111011 牛肉 11110114 その他の牛（成牛） 1111011401 その他の牛めす t 492 1049000 516

9 食料品製造業 111101 食肉 1111011 牛肉 11110114 その他の牛（成牛） 1111011402 その他の牛去勢 t 4670 1603000 7486

9 食料品製造業 111101 食肉 1111011 牛肉 11110114 その他の牛（成牛） 1111011403 その他の牛おす t 56 398000 22

9 食料品製造業 111101 食肉 1111011 牛肉 11110115 子牛 1111011501 子牛 t 601 853000 513

9 食料品製造業 111101 食肉 1111012 豚肉 11110120 豚肉 1111012001 豚肉 t 1254283 589000 738773

9 食料品製造業 111101 食肉 1111013 鶏肉 11110130 鶏肉 1111013001 肉用若鶏（ブロイラー） t 1794055 289000 518482

9 食料品製造業 111101 食肉 1111013 鶏肉 11110130 鶏肉 1111013002 廃鶏 t 126190 12000 1514

9 食料品製造業 111101 食肉 1111013 鶏肉 11110130 鶏肉 1111013003 その他の肉用鶏 t 17913 1162000 20815

9 食料品製造業 111101 食肉 1111014 その他の食肉 11110140 その他の食肉 1111014001 馬肉 t 5113 582000 2976

9 食料品製造業 111101 食肉 1111014 その他の食肉 11110140 その他の食肉 1111014099 その他の食肉 112

9 食料品製造業 111101 食肉 1111015
と畜副産物（肉鶏処理副
産物を含む。）

11110151 原皮 1111015101 牛皮 枚 1066035 2507 2673

9 食料品製造業 111101 食肉 1111015
と畜副産物（肉鶏処理副
産物を含む。）

11110151 原皮 1111015102 子牛皮 枚 5702 324 2

9 食料品製造業 111101 食肉 1111015
と畜副産物（肉鶏処理副
産物を含む。）

11110151 原皮 1111015103 豚皮 枚 15186511 192 2916

9 食料品製造業 111101 食肉 1111015
と畜副産物（肉鶏処理副
産物を含む。）

11110151 原皮 1111015104 馬皮 枚 12067 500 6

9 食料品製造業 111101 食肉 1111015
と畜副産物（肉鶏処理副
産物を含む。）

11110158
その他のと畜副産物（肉
鶏処理副産物を含む。）

1111015801 内臓 25626

9 食料品製造業 111101 食肉 1111015
と畜副産物（肉鶏処理副
産物を含む。）

11110158
その他のと畜副産物（肉
鶏処理副産物を含む。）

1111015802 肉鶏処理副産物 32647

9 食料品製造業 111101 食肉 1111015
と畜副産物（肉鶏処理副
産物を含む。）

11110158
その他のと畜副産物（肉
鶏処理副産物を含む。）

1111015899 その他 5

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111021 飲用牛乳 11110210 飲用牛乳 1111021001 牛乳 kl 3005406 155979 468780

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111021 飲用牛乳 11110210 飲用牛乳 1111021002 加工乳 kl 450905 134152 60490

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110221 乳製品飲料類 1111022101 乳飲料 kl 1306315 148601 194120

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110221 乳製品飲料類 1111022102 乳酸菌飲料 kl 497610 165873 82540

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110221 乳製品飲料類 1111022103 発酵乳 kl 1267186 315581 399900

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110222 粉乳・れん乳 1111022201 全粉乳 t 11862 780204 9255

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110222 粉乳・れん乳 1111022202 調製粉乳 t 26309 1801665 47400

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110222 粉乳・れん乳 1111022203 脱脂粉乳 t 128610 545631 70174

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110222 粉乳・れん乳 1111022204
加糖れん乳・無糖れん
乳・脱脂加糖れん乳

t 39082 313196 12240

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110223 バター・チーズ・クリーム 1111022301 バター t 64810 1197655 77620

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110223 バター・チーズ・クリーム 1111022302 チーズ t 141763 1142893 162020

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110223 バター・チーズ・クリーム 1111022303 クリーム t 113796 899073 102311

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110224 アイスクリーム類 1111022401 アイスクリーム kl 164315 868454 142700

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110224 アイスクリーム類 1111022402 アイスミルク kl 153339 599326 91900

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110224 アイスクリーム類 1111022403 ラクトアイス kl 337215 449268 151500

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110225 農業経営体生産分 1111022501 農業経営体生産分 21384

9 食料品製造業 111102 酪農品 1111022 乳製品 11110229 半製品及び仕掛品 1111022901 半製品及び仕掛品 -692

9 食料品製造業 111109 その他の畜産食料品 1111099 その他の畜産食料品 11110991 肉加工品 1111099101 肉加工品 801735

9 食料品製造業 111109 その他の畜産食料品 1111099 その他の畜産食料品 11110991 肉加工品 1111099102 農業経営体生産分 53809

9 食料品製造業 111109 その他の畜産食料品 1111099 その他の畜産食料品 11110992 食肉びん・かん詰 1111099201 食肉びん・かん詰 t 6943 1137837 7900

9 食料品製造業 111109 その他の畜産食料品 1111099 その他の畜産食料品 11110993 畜産食品（別掲を除く。） 1111099301 畜産食品（別掲を除く。） 403149

9 食料品製造業 111109 その他の畜産食料品 1111099 その他の畜産食料品 11110999 半製品及び仕掛品 1111099901 半製品及び仕掛品 371

9 食料品製造業 111201 冷凍魚介類 1112011 冷凍魚介類 11120111 生鮮冷凍魚介類 1112011101 生鮮冷凍魚介類 1053677

9 食料品製造業 111201 冷凍魚介類 1112011 冷凍魚介類 11120112 包装冷凍魚介類 1112011201 包装冷凍魚介類 t 129977 835000 108531

9 食料品製造業 111201 冷凍魚介類 1112011 冷凍魚介類 11120113 副産物 1112011301 副産物 625

9 食料品製造業 111202 塩・干・くん製品 1112021 塩・干・くん製品 11120211 塩・干・くん製品 1112021101 塩干・塩蔵品 t 349221 1076966 376099

9 食料品製造業 111202 塩・干・くん製品 1112021 塩・干・くん製品 11120211 塩・干・くん製品 1112021102 素干・煮干 t 76900 1247477 95931

9 食料品製造業 111202 塩・干・くん製品 1112021 塩・干・くん製品 11120211 塩・干・くん製品 1112021103 くん製品 t 6475 1544000 9997

9 食料品製造業 111202 塩・干・くん製品 1112021 塩・干・くん製品 11120212 副産物 1112021201 副産物 2301

9 食料品製造業 111202 塩・干・くん製品 1112021 塩・干・くん製品 11120219 半製品及び仕掛品 1112021901 半製品及び仕掛品 401

9 食料品製造業 111203 水産びん・かん詰 1112031 水産びん・かん詰 11120311 水産びん・かん詰 1112031101 水産びん・かん詰 t 108886 1057069 115100

9 食料品製造業 111203 水産びん・かん詰 1112031 水産びん・かん詰 11120312 副産物 1112031201 副産物 102

9 食料品製造業 111203 水産びん・かん詰 1112031 水産びん・かん詰 11120319 半製品及び仕掛品 1112031901 半製品及び仕掛品 51

日本標準産業分類（2013年改定）

平成27年（2015年）産業連関表 部門別品目別国内生産額表

列部門 行部門 統合品目 細品目
単位 生産数量

単価
（円）

生産額
（百万円）
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9 食料品製造業 111204 ねり製品 1112041 ねり製品 11120411 ねり製品 1112041101 ねり製品 t 530137 723281 383438

9 食料品製造業 111204 ねり製品 1112041 ねり製品 11120412 副産物 1112041201 副産物 2785

9 食料品製造業 111204 ねり製品 1112041 ねり製品 11120419 半製品及び仕掛品 1112041901 半製品及び仕掛品 -225

9 食料品製造業 111209 その他の水産食料品 1112099 その他の水産食料品 11120991 海藻加工品 1112099101 海藻加工品 299613

9 食料品製造業 111209 その他の水産食料品 1112099 その他の水産食料品 11120992 その他の水産食品 1112099201 その他の水産食品 644956

9 食料品製造業 111209 その他の水産食料品 1112099 その他の水産食料品 11120993 副産物 1112099301 副産物 786

9 食料品製造業 111209 その他の水産食料品 1112099 その他の水産食料品 11120999 半製品及び仕掛品 1112099901 半製品及び仕掛品 584

9 食料品製造業 111301 精穀 1113011 精米 11130110 精米 1113011001 精米 t 7241000 278005 2013034

9 食料品製造業 111301 精穀 1113019 その他の精穀 11130190 その他の精穀 1113019001 精麦 t 161600 99373 16059

9 食料品製造業 111301 精穀 1113019 その他の精穀 11130190 その他の精穀 1113019002 精米・精麦かす 12494

9 食料品製造業 111302 製粉 1113021 小麦粉 11130210 小麦粉 1113021001 小麦粉 t 4858938 98958 480831

9 食料品製造業 111302 製粉 1113029 その他の製粉 11130290 その他の製粉 1113029001 その他の製粉 127675

9 食料品製造業 111401 めん類 1114011 めん類 11140111 めん類 1114011101 めん類 973796

9 食料品製造業 111401 めん類 1114011 めん類 11140111 めん類 1114011102 農業経営体生産分 2518

9 食料品製造業 111401 めん類 1114011 めん類 11140119 半製品及び仕掛品 1114011901 半製品及び仕掛品 -116

9 食料品製造業 111402 パン類 1114021 パン類 11140211 パン類 1114021101 食パン 361672

9 食料品製造業 111402 パン類 1114021 パン類 11140211 パン類 1114021102 菓子パン 934912

9 食料品製造業 111402 パン類 1114021 パン類 11140211 パン類 1114021103 その他のパン 266432

9 食料品製造業 111402 パン類 1114021 パン類 11140211 パン類 1114021104 製造小売分 321163

9 食料品製造業 111402 パン類 1114021 パン類 11140211 パン類 1114021105 農業経営体生産分 2518

9 食料品製造業 111402 パン類 1114021 パン類 11140219 半製品及び仕掛品 1114021901 半製品及び仕掛品 -13

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140311 菓子 1114031101 飴菓子 t 169000 1059172 179000

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140311 菓子 1114031102 チョコレート t 231350 1573374 364000

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140311 菓子 1114031103 チューインガム t 27780 2703384 75100

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140311 菓子 1114031104 せんべい t 57505 890357 51200

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140311 菓子 1114031105 ビスケット t 258900 996524 258000

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140311 菓子 1114031106 米菓 t 220350 1238938 273000

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140311 菓子 1114031107 和生菓子 t 305000 1262295 385000

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140311 菓子 1114031108 洋生菓子 t 189482 1729980 327800

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140311 菓子 1114031109 スナック菓子 t 238119 1253575 298500

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140311 菓子 1114031110 油菓子 t 58510 608443 35600

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140311 菓子 1114031199 その他の菓子 t 211738 956843 202600

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140312 冷凍菓子 1114031201 冷凍菓子 t 51777 716457 37096

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140313 ココア製品 1114031301 ココア粉（無糖） t 3044 806176 2454

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140313 ココア製品 1114031302 調整ココア t 11229 816457 9168

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140313 ココア製品 1114031303 ココアケーキ t 295 667797 197

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140314 原料用チョコレート類 1114031401 原料用チョコレート t 62186 575242 35772

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140314 原料用チョコレート類 1114031402 洋生用チョコレート t 11634 506962 5898

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140315 氷菓 1114031501 氷菓 kl 181140 433919 78600

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140316 製造小売分 1114031601 製造小売分 679117

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140317 農業経営体生産分 1114031701 農業経営体生産分 12998

9 食料品製造業 111403 菓子類 1114031 菓子類 11140319 半製品及び仕掛品 1114031901 半製品及び仕掛品 -972

9 食料品製造業 111501 農産保存食料品 1115011 農産保存食料品 11150111 野菜・果実漬物 1115011101 野菜・果実漬物 t 722904 448995 324580

9 食料品製造業 111501 農産保存食料品 1115011 農産保存食料品 11150112 冷凍野菜・果実 1115011201 冷凍野菜・果実 t 96591 297761 28761

9 食料品製造業 111501 農産保存食料品 1115011 農産保存食料品 11150113 果実びん・かん詰 1115011301 果実びん・かん詰 t 53342 401185 21400

9 食料品製造業 111501 農産保存食料品 1115011 農産保存食料品 11150114 野菜びん・かん詰 1115011401 野菜びん・かん詰 t 49505 405272 20063

9 食料品製造業 111501 農産保存食料品 1115011 農産保存食料品 11150115 ジャムびん・かん詰 1115011501 ジャムびん・かん詰 t 35398 678004 24000

9 食料品製造業 111501 農産保存食料品 1115011 農産保存食料品 11150116 原料濃縮果汁 1115011601 原料濃縮果汁 t 24401 226200 5520

9 食料品製造業 111501 農産保存食料品 1115011 農産保存食料品 11150117
その他の農産保存食料
品

1115011701
その他の農産保存食料
品

314347

9 食料品製造業 111501 農産保存食料品 1115011 農産保存食料品 11150118 農業経営体生産分 1115011801 農業経営体生産分 59919

9 食料品製造業 111501 農産保存食料品 1115011 農産保存食料品 11150119 半製品及び仕掛品 1115011901 半製品及び仕掛品 -918

9 食料品製造業 111601 砂糖 1116011 精製糖 11160111 精製糖（国産原料） 1116011101 てんさい糖 t 616520 185050 114087

9 食料品製造業 111601 砂糖 1116011 精製糖 11160111 精製糖（国産原料） 1116011102 甘しゃ糖 t 125323 185050 23191

9 食料品製造業 111601 砂糖 1116011 精製糖 11160112 精製糖（輸入原料） 1116011201 精製糖（輸入原料） t 939235 185050 173805

9 食料品製造業 111601 砂糖 1116011 精製糖 11160119 半製品及び仕掛品 1116011901 半製品及び仕掛品 -514

9 食料品製造業 111601 砂糖 1116019 その他の砂糖・副産物 11160191 含みつ糖 1116019101 含みつ糖 t 7958 374100 2977

9 食料品製造業 111601 砂糖 1116019 その他の砂糖・副産物 11160192 副産物 1116019201 糖みつ t 94043 7315 688

9 食料品製造業 111601 砂糖 1116019 その他の砂糖・副産物 11160192 副産物 1116019202 ビートパルプ t 186266 32097 5979

9 食料品製造業 111602 でん粉 1116021 でん粉 11160211 でん粉 1116021101 でん粉 t 2472176 72858 180117

9 食料品製造業 111602 でん粉 1116021 でん粉 11160212 でん粉かす 1116021201 でん粉かす t 919402 26171 24062

9 食料品製造業 111602 でん粉 1116021 でん粉 11160219 半製品及び仕掛品 1116021901 半製品及び仕掛品 -233
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9 食料品製造業 111603
ぶどう糖・水あめ・異性
化糖

1116031
ぶどう糖・水あめ・異性
化糖

11160311 ぶどう糖 1116031101 ぶどう糖 t 281504 84478 23781

9 食料品製造業 111603
ぶどう糖・水あめ・異性
化糖

1116031
ぶどう糖・水あめ・異性
化糖

11160312 水あめ 1116031201 水あめ t 619932 90963 56391

9 食料品製造業 111603
ぶどう糖・水あめ・異性
化糖

1116031
ぶどう糖・水あめ・異性
化糖

11160313 異性化糖 1116031301 異性化糖 t 1189445 77946 92712

9 食料品製造業 111603
ぶどう糖・水あめ・異性
化糖

1116031
ぶどう糖・水あめ・異性
化糖

11160319 半製品及び仕掛品 1116031901 半製品及び仕掛品 -367

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116041 植物油脂 11160411 食用植物油脂 1116041101 大豆油 t 431884 183214 79127

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116041 植物油脂 11160411 食用植物油脂 1116041102 なたね油 t 1064506 170787 181804

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116041 植物油脂 11160411 食用植物油脂 1116041103 米ぬか油 t 64018 221845 14202

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116041 植物油脂 11160411 食用植物油脂 1116041104 ごま油 t 45941 626648 28789

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116041 植物油脂 11160411 食用植物油脂 1116041199 その他の食用植物油脂 t 86157 206704 17809

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116041 植物油脂 11160412 非食用植物油脂 1116041201 非食用植物油脂 t 1870 310000 580

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116041 植物油脂 11160419 半製品及び仕掛品 1116041901 半製品及び仕掛品 4285

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116042 動物油脂 11160421 動物油脂 1116042101 牛脂 t 66430 89667 5957

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116042 動物油脂 11160421 動物油脂 1116042102 豚脂 t 144940 92000 13334

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116042 動物油脂 11160421 動物油脂 1116042103 魚油 t 60632 186750 11323

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116042 動物油脂 11160421 動物油脂 1116042199 その他の動物油 t 41473 90834 3767

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116042 動物油脂 11160429 半製品及び仕掛品 1116042901 半製品及び仕掛品 29

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116043 加工油脂 11160431 マーガリン 1116043101 マーガリン t 161618 375428 60676

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116043 加工油脂 11160432 ファットスプレッド 1116043201 ファットスプレッド t 63308 405778 25689

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116043 加工油脂 11160433 ショートニング 1116043301 ショートニング t 250592 229800 57586

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116043 加工油脂 11160438 その他の食用加工油脂 1116043801 その他の食用加工油脂 t 274887 212917 58528

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116043 加工油脂 11160439 半製品及び仕掛品 1116043901 半製品及び仕掛品 -851

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116044 植物原油かす 11160441 食用油かす 1116044101 大豆油かす t 1700000 51371 87331

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116044 植物原油かす 11160441 食用油かす 1116044102 なたね油かす t 1366000 34267 46809

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116044 植物原油かす 11160441 食用油かす 1116044103 米ぬか油かす t 256000 27882 7138

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116044 植物原油かす 11160441 食用油かす 1116044104 ごま油かす t 41000 37917 1555

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116044 植物原油かす 11160441 食用油かす 1116044199 その他の食用油かす t 112000 31729 3554

9 食料品製造業 111604 動植物油脂 1116044 植物原油かす 11160442 非食用油かす 1116044201 非食用油かす t 3000 75671 227

9 食料品製造業 111605 調味料 1116051 調味料 11160511 味そ 1116051101 味そ t 470820 278544 131144

9 食料品製造業 111605 調味料 1116051 調味料 11160512 しょう油・食用アミノ酸 1116051201 しょう油・食用アミノ酸 kl 950516 185412 176237

9 食料品製造業 111605 調味料 1116051 調味料 11160513 ソース 1116051301
ウスター・中濃・濃厚ソー
ス

kl 124076 341371 42356

9 食料品製造業 111605 調味料 1116051 調味料 11160513 ソース 1116051302 その他のソース類 194180

9 食料品製造業 111605 調味料 1116051 調味料 11160514 食酢 1116051401 食酢 kl 463712 120661 55952

9 食料品製造業 111605 調味料 1116051 調味料 11160515 その他の調味料 1116051501 香辛料 123820

9 食料品製造業 111605 調味料 1116051 調味料 11160515 その他の調味料 1116051502 ルウ類 112360

9 食料品製造業 111605 調味料 1116051 調味料 11160515 その他の調味料 1116051503 グルタミン酸ナトリウム t 21118 533147 11259

9 食料品製造業 111605 調味料 1116051 調味料 11160515 その他の調味料 1116051599
他に分類されない調味
料

895443

9 食料品製造業 111605 調味料 1116051 調味料 11160516 農業経営体生産分 1116051601 農業経営体生産分 3298

9 食料品製造業 111605 調味料 1116051 調味料 11160519 半製品及び仕掛品 1116051901 半製品及び仕掛品 -508

9 食料品製造業 111901 冷凍調理食品 1119011 冷凍調理食品 11190111 冷凍調理食品 1119011101 冷凍調理食品 t 1310656 434910 570017

9 食料品製造業 111901 冷凍調理食品 1119011 冷凍調理食品 11190119 半製品及び仕掛品 1119011901 半製品及び仕掛品 -148

9 食料品製造業 111902 レトルト食品 1119021 レトルト食品 11190211 レトルト食品 1119021101 レトルト食品 t 362560 656923 238174

9 食料品製造業 111902 レトルト食品 1119021 レトルト食品 11190219 半製品及び仕掛品 1119021901 半製品及び仕掛品 -166

9 食料品製造業 111903 そう菜・すし・弁当 1119031 そう菜・すし・弁当 11190311 そう菜・すし・弁当 1119031101 そう菜 988170

9 食料品製造業 111903 そう菜・すし・弁当 1119031 そう菜・すし・弁当 11190311 そう菜・すし・弁当 1119031102 すし・弁当 1258231

9 食料品製造業 111903 そう菜・すし・弁当 1119031 そう菜・すし・弁当 11190311 そう菜・すし・弁当 1119031103 製造小売分 501397

9 食料品製造業 111903 そう菜・すし・弁当 1119031 そう菜・すし・弁当 11190311 そう菜・すし・弁当 1119031104 農業経営体生産分 17477

9 食料品製造業 111903 そう菜・すし・弁当 1119031 そう菜・すし・弁当 11190319 半製品及び仕掛品 1119031901 半製品及び仕掛品 -208

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190991
豆類の加工食品（別掲を
除く。）

1119099101 豆腐・油揚げ類 t 1340000 324466 434784

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190991
豆類の加工食品（別掲を
除く。）

1119099102 凍豆腐 t 9000 1040556 9365

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190991
豆類の加工食品（別掲を
除く。）

1119099103 納豆 t 225000 415773 93549

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190991
豆類の加工食品（別掲を
除く。）

1119099104 あん類 t 215370 386047 83143

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190992 調理・特殊びん・かん詰 1119099201 調理・特殊びん・かん詰 t 65172 584607 38100

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190993 その他の食料品 1119099301 植物たん白 t 44863 411898 18479

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190993 その他の食料品 1119099302 イースト t 60461 218172 13191

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190993 その他の食料品 1119099303 こうじ・種こうじ・麦芽 4214

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190993 その他の食料品 1119099304 ふ・焼ふ 15236

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190993 その他の食料品 1119099305
切餅・包装餅（和生菓子
を除く。）

45853

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190993 その他の食料品 1119099306
栄養補助食品（錠剤、カ
プセル等の形状のもの）

277160

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190993 その他の食料品 1119099399
他に分類されない食料
品

1465394

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190994 農業経営体生産分 1119099401 農業経営体生産分 17204

9 食料品製造業 111909 その他の食料品 1119099 その他の食料品 11190999 半製品及び仕掛品 1119099901 半製品及び仕掛品 -638
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10 飲料・たばこ・飼料製造業 112101 清酒 1121011 清酒 11210111 清酒 1121011101 清酒 315055

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112101 清酒 1121011 清酒 11210111 清酒 1121011102 みりん 37421

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112101 清酒 1121011 清酒 11210111 清酒 1121011103 清酒副産物 1903

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112101 清酒 1121011 清酒 11210111 清酒 1121011104 みりん副産物 4

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112101 清酒 1121011 清酒 11210119 仕掛品・半製品 1121011901 仕掛品・半製品 -3617

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112102 ビール類 1121021 ビール類 11210211 ビール類 1121021101 ビール 1133086

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112102 ビール類 1121021 ビール類 11210211 ビール類 1121021102 ビール副産物 414

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112102 ビール類 1121021 ビール類 11210211 ビール類 1121021103 発泡酒 239541

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112102 ビール類 1121021 ビール類 11210219 仕掛品・半製品 1121021901 仕掛品・半製品 -1178

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112103 ウイスキー類 1121031 ウイスキー類 11210311 ウイスキー類 1121031101 ウイスキー 156458

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112103 ウイスキー類 1121031 ウイスキー類 11210311 ウイスキー類 1121031102 ブランデー 6296

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112103 ウイスキー類 1121031 ウイスキー類 11210319 仕掛品・半製品 1121031901 仕掛品・半製品 -234

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112109 その他の酒類 1121099 その他の酒類 11210991 その他の酒類 1121099101 合成清酒 7290

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112109 その他の酒類 1121099 その他の酒類 11210991 その他の酒類 1121099102 しょうちゅう 527331

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112109 その他の酒類 1121099 その他の酒類 11210991 その他の酒類 1121099103 果実酒類 73290

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112109 その他の酒類 1121099 その他の酒類 11210991 その他の酒類 1121099104 スピリッツ類 124033

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112109 その他の酒類 1121099 その他の酒類 11210991 その他の酒類 1121099105 リキュール類 483341

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112109 その他の酒類 1121099 その他の酒類 11210991 その他の酒類 1121099106 雑酒（発泡酒除く。） 123365

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112109 その他の酒類 1121099 その他の酒類 11210991 その他の酒類 1121099107 添加用アルコール 42286

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112109 その他の酒類 1121099 その他の酒類 11210999 仕掛品・半製品 1121099901 仕掛品・半製品 -6

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112901 茶・コーヒー 1129011 茶・コーヒー 11290111 茶 1129011101 緑茶 t 79500 3055321 242898

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112901 茶・コーヒー 1129011 茶・コーヒー 11290111 茶 1129011102 その他の茶 44681

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112901 茶・コーヒー 1129011 茶・コーヒー 11290112 コーヒー 1129011201 コーヒー t 287498 1890337 543468

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112901 茶・コーヒー 1129011 茶・コーヒー 11290113 農業経営体生産分 1129011301 農業経営体生産分 47536

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112901 茶・コーヒー 1129011 茶・コーヒー 11290119 半製品及び仕掛品 1129011901 半製品及び仕掛品 -656

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112902 清涼飲料 1129021 清涼飲料 11290211 炭酸飲料 1129021101 炭酸飲料 kl 3729200 141462 527540

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112902 清涼飲料 1129021 清涼飲料 11290212 果実飲料 1129021201 果実飲料 kl 1808300 146280 264518

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112902 清涼飲料 1129021 清涼飲料 11290213 野菜飲料 1129021301 トマトジュース kl 56600 173887 9842

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112902 清涼飲料 1129021 清涼飲料 11290213 野菜飲料 1129021302 その他の野菜飲料 kl 476500 201310 95924

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112902 清涼飲料 1129021 清涼飲料 11290214 茶系飲料 1129021401 茶系飲料 kl 5736200 110370 633107

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112902 清涼飲料 1129021 清涼飲料 11290215 コーヒー飲料 1129021501 コーヒー飲料 kl 2978200 229661 683975

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112902 清涼飲料 1129021 清涼飲料 11290216 その他の清涼飲料類 1129021601 豆乳類 kl 308400 105781 32623

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112902 清涼飲料 1129021 清涼飲料 11290216 その他の清涼飲料類 1129021602 ミネラル・ウォーター kl 3038500 64558 196159

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112902 清涼飲料 1129021 清涼飲料 11290216 その他の清涼飲料類 1129021603 スポーツ・機能性飲料 kl 1472700 127465 187717

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112902 清涼飲料 1129021 清涼飲料 11290216 その他の清涼飲料類 1129021604 乳性飲料 kl 696500 132215 92088

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112902 清涼飲料 1129021 清涼飲料 11290216 その他の清涼飲料類 1129021699
他に分類されない清涼
飲料

kl 165300 313872 51883

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112902 清涼飲料 1129021 清涼飲料 11290217 農業経営体生産分 1129021701 農業経営体生産分 26445

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112902 清涼飲料 1129021 清涼飲料 11290219 半製品及び仕掛品 1129021901 半製品及び仕掛品 1062

10 飲料・たばこ・飼料製造業 112903 製氷 1129031 製氷 11290310 製氷 1129031001 製氷 56440

10 飲料・たばこ・飼料製造業 113101 飼料 1131011 飼料 11310111 配合飼料 1131011101 配合飼料 1226644

10 飲料・たばこ・飼料製造業 113101 飼料 1131011 飼料 11310111 配合飼料 1131011102 ペット用飼料 92521

10 飲料・たばこ・飼料製造業 113101 飼料 1131011 飼料 11310111 配合飼料 1131011103 単体飼料 122429

10 飲料・たばこ・飼料製造業 113101 飼料 1131011 飼料 11310119 半製品及び仕掛品 1131011901 半製品及び仕掛品 159

10 飲料・たばこ・飼料製造業 113102
有機質肥料（別掲を除
く。）

1131021
有機質肥料（別掲を除
く。）

11310211 有機質肥料 1131021101 有機質肥料 66823

10 飲料・たばこ・飼料製造業 113102
有機質肥料（別掲を除
く。）

1131021
有機質肥料（別掲を除
く。）

11310219 半製品及び仕掛品 1131021901 半製品及び仕掛品 -2

10 飲料・たばこ・飼料製造業 114101 たばこ 1141011 たばこ 11410111 たばこ 1141011101 たばこ 2161518

10 飲料・たばこ・飼料製造業 114101 たばこ 1141011 たばこ 11410119 仕掛品・半製品 1141011901 仕掛品・半製品 69
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11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110111 器械生糸（含玉糸） 1511011101 器械生糸（含玉糸） t 23 6460689 149

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110112 副蚕糸 1511011201 きびそ t 0 0 0

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110112 副蚕糸 1511011202 びす t 0 0 0

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110112 副蚕糸 1511011203 その他の副蚕糸 t 0 0 0

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110113 綿紡績糸 1511011301 純綿糸（落綿糸を含む） t 39568 520790 20607

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110113 綿紡績糸 1511011302
混紡綿糸（落綿糸を含
む）

t 9761 614970 6003

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110114 化学繊維紡績糸 1511011401
ビスコース・スフ糸（混紡
を含む）

t 2875 687649 1977

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110114 化学繊維紡績糸 1511011402
アクリル紡績糸（混紡を
含む）

t 6064 806828 4892

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110114 化学繊維紡績糸 1511011403
ポリエステル紡績糸（混
紡を含む）

t 10294 770827 7935

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110114 化学繊維紡績糸 1511011404
その他の化学繊維紡績
糸

20176

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110115 毛紡績糸 1511011501 純そ毛糸 t 2298 2189124 5030

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110115 毛紡績糸 1511011502 混紡そ毛糸 t 3672 1889684 6940

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110115 毛紡績糸 1511011503 純紡毛糸 t 4988 1500294 7483

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110115 毛紡績糸 1511011504 混紡紡毛糸 t 1869 1592980 2978

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110116 ねん糸 1511011601 綿縫糸、綿ねん糸 t 3822 982256 3754

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110116 ねん糸 1511011602
絹（生糸）縫糸、絹（生
糸）ねん糸

t 103 8503299 878

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110116 ねん糸 1511011603 合成繊維縫糸 t 6552 1998201 13091

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110116 ねん糸 1511011604
その他の合成繊維ねん
糸

t 8355 1167717 9757

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110116 ねん糸 1511011605 その他のねん糸 5319

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110117 かさ高加工糸 1511011701 かさ高加工糸 14294

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110118 その他の紡績糸 1511011801 その他の紡績糸 739

11 繊維工業 151101 紡績糸 1511011 紡績糸 15110119 半製品及び仕掛品 1511011901 半製品及び仕掛品 69

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120111 綿織物 1512011101 ポプリン、ブロードクロス 千平方米 12800 120943 1548

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120111 綿織物 1512011102
かなきん、粗布、てんじ
く、細布、ネル

1685

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120111 綿織物 1512011103 別珍、コールテン 千平方米 672 300201 202

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120111 綿織物 1512011104 クレープ 千平方米 7132 130909 934

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120111 綿織物 1512011105
その他の綿広幅生地織
物

千平方米 72420 242162 17537

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120111 綿織物 1512011106 タオル地 t 8196 1177628 9652

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120111 綿織物 1512011107
その他の綿広幅糸染織
物

千平方米 49895 351784 17552

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120111 綿織物 1512011108
白もめん（さらし地、手ぬ
ぐい地、ゆかた地）

千平方米 15083 111945 1688

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120111 綿織物 1512011109 その他の綿小幅織物 千平方米 6463 303341 1960

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120112 ビスコース・スフ織物 1512011201 ビスコース・スフ織物 千平方米 21962 116320 2555

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120113 化学繊維紡績糸織物 1512011301 アクリル紡績糸織物 千平方米 2285 431060 985

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120113 化学繊維紡績糸織物 1512011302 ポリエステル紡績糸織物 千平方米 109574 258982 28378

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120113 化学繊維紡績糸織物 1512011303
その他の化学繊維紡績
糸織物

千平方米 60726 205072 12453

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120114
綿・スフ・合成繊維毛布
地

1512011401
綿・スフ・合成繊維毛布
地

千平方米 11996 442187 5304

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120115 製造業以外からの委託 1512011501 製造業以外からの委託 26723

11 繊維工業 151201
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

1512011
綿・スフ織物（合繊短繊
維織物を含む。）

15120119 半製品及び仕掛品 1512011901 半製品及び仕掛品 -72

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120211 絹織物 1512021101
羽二重類（交織を含む）
（広幅のもの）

千平方米 2675 1038591 2779

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120211 絹織物 1512021102 その他の絹広幅織物 千平方米 1461 2900483 4238

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120211 絹織物 1512021103 ちりめん類（小幅のもの） 千平方米 1895 2957421 5604

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120211 絹織物 1512021104 その他の絹小幅織物 千平方米 4406 4086599 18007

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120212 絹紡織物 1512021201 絹紡織物 千平方米 1384 700832 970

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120213 人絹織物 1512021301 ビスコース人絹織物 千平方米 1179 959275 1131

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120213 人絹織物 1512021302 キュプラ長繊維織物 千平方米 4832 395381 1911

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120213 人絹織物 1512021303 アセテート長繊維織物 千平方米 2957 323763 957

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120214 合成繊維長繊維織物 1512021401 ナイロン長繊維織物 4695

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120214 合成繊維長繊維織物 1512021402 ポリエステル長繊維織物 千平方米 154185 245180 37803

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120214 合成繊維長繊維織物 1512021403
その他の合成繊維長繊
維織物

8036

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120215 化学繊維タイヤコード 1512021501 化学繊維タイヤコード t 38030 610356 23212

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120216 製造業以外からの委託 1512021601 絹織物（賃加工） 16762

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120216 製造業以外からの委託 1512021602
ビスコース人絹・キュプ
ラ・アセテート長繊維織
物（賃加工）

945

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120216 製造業以外からの委託 1512021603
合成繊維長繊維織物
（賃加工）

10880

11 繊維工業 151202
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

1512021
絹・人絹織物（合繊長繊
維織物を含む。）

15120219 半製品及び仕掛品 1512021901 半製品及び仕掛品 447

11 繊維工業 151209 その他の織物 1512099 その他の織物 15120991 毛織物 1512099101 そ毛洋服地 千平方米 23048 1468552 33847

11 繊維工業 151209 その他の織物 1512099 その他の織物 15120991 毛織物 1512099102 その他のそ毛織物 6469

11 繊維工業 151209 その他の織物 1512099 その他の織物 15120991 毛織物 1512099103 紡毛服地 千平方米 4177 1156547 4831

11 繊維工業 151209 その他の織物 1512099 その他の織物 15120991 毛織物 1512099104
その他の毛織物（紡毛を
含む）

4141

11 繊維工業 151209 その他の織物 1512099 その他の織物 15120992 麻織物 1512099201 麻織物 5483

11 繊維工業 151209 その他の織物 1512099 その他の織物 15120993 細幅織物 1512099301 細幅織物 t 26686 1502495 40096
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11 繊維工業 151209 その他の織物 1512099 その他の織物 15120994 その他の織物 1512099401 モケット 千平方米 1283 1601080 2054

11 繊維工業 151209 その他の織物 1512099 その他の織物 15120994 その他の織物 1512099402 他に分類されない織物 4485

11 繊維工業 151209 その他の織物 1512099 その他の織物 15120995 製造業以外からの委託 1512099501 毛織物（賃加工） 14203

11 繊維工業 151209 その他の織物 1512099 その他の織物 15120995 製造業以外からの委託 1512099502 麻織物（賃加工） 2432

11 繊維工業 151209 その他の織物 1512099 その他の織物 15120995 製造業以外からの委託 1512099503 細幅織物（賃加工） 9911

11 繊維工業 151209 その他の織物 1512099 その他の織物 15120995 製造業以外からの委託 1512099504 その他の織物（賃加工） 1737

11 繊維工業 151209 その他の織物 1512099 その他の織物 15120999 半製品及び仕掛品 1512099901 半製品及び仕掛品 -223

11 繊維工業 151301 ニット生地 1513011 ニット生地 15130111 丸編ニット生地 1513011101 綿丸編ニット生地 t 26688 908975 24258

11 繊維工業 151301 ニット生地 1513011 ニット生地 15130111 丸編ニット生地 1513011102 合成繊維丸編ニット生地 t 33708 842230 28390

11 繊維工業 151301 ニット生地 1513011 ニット生地 15130111 丸編ニット生地 1513011103
その他の繊維製丸編
ニット生地

t 4601 1523433 7009

11 繊維工業 151301 ニット生地 1513011 ニット生地 15130112 たて編ニット生地 1513011201 たて編ニット生地 t 31912 753060 24031

11 繊維工業 151301 ニット生地 1513011 ニット生地 15130113
横編ニット生地（半製品
を含む）

1513011301
横編ニット生地（半製品
を含む）

t 1712 1257259 2152

11 繊維工業 151301 ニット生地 1513011 ニット生地 15130119 半製品及び仕掛品 1513011901 半製品及び仕掛品 -28

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140111
原材料購入分（加工高・
原反・製品）

1514011101
綿・スフ・麻織物精練・漂
白・染色

8150

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140111
原材料購入分（加工高・
原反・製品）

1514011102

合成繊維紡績糸織物精
練・漂白・染色、麻風合
成繊維織物機械整理仕
上

3810

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140111
原材料購入分（加工高・
原反・製品）

1514011103
絹・人絹織物精練・漂
白・染色

309

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140111
原材料購入分（加工高・
原反・製品）

1514011104

合成繊維長繊維織物精
練・漂白・染色、レーヨン
風合成繊維織物機械整
理仕上

5880

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140111
原材料購入分（加工高・
原反・製品）

1514011105 毛織物機械染色・整理 1270

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140111
原材料購入分（加工高・
原反・製品）

1514011106 織物機械整理 505

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140111
原材料購入分（加工高・
原反・製品）

1514011107
綿織物手加工染色・整
理

1096

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140111
原材料購入分（加工高・
原反・製品）

1514011108
絹織物手加工染色・整
理

2147

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140111
原材料購入分（加工高・
原反・製品）

1514011109
その他の織物手加工染
色・整理

475

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140111
原材料購入分（加工高・
原反・製品）

1514011110
綿状繊維染色・整理、綿
糸染

650

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140111
原材料購入分（加工高・
原反・製品）

1514011111
合成繊維糸染・その他の
糸染

1171

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140111
原材料購入分（加工高・
原反・製品）

1514011112 ニット・レース染色・整理 2958

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140111
原材料購入分（加工高・
原反・製品）

1514011113
繊維雑品染色・整理（起
毛を含む）

2656

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011201
綿・スフ・麻織物機械染
色（賃加工）

31843

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011202
合成繊維紡績糸織物機
械染色（賃加工）

22604

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011203
絹・人絹織物機械染色
（賃加工）

4464

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011204
合成繊維長繊維織物機
械染色（賃加工）

54558

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011205
毛織物機械染色・整理
（賃加工）

9877

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011206
毛風合成繊維織物機械
染色・整理（賃加工）

7850

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011207
綿織物機械整理（賃加
工）

2522

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011208
絹織物機械整理（賃加
工）

1062

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011209
その他の織物機械整理
（賃加工）

13779

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011210
綿織物手加工染色・整
理（賃加工）

5704

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011211
絹織物手加工染色・整
理（賃加工）

9876

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011212
その他の織物手加工染
色・整理（賃加工）

9983

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011213
綿状繊維・糸染色整理
（賃加工）

15777

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011214
合成繊維糸・その他の糸
染整理（賃加工）

11804

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011215
ニット・レース染色・整理
（賃加工）

48722

11 繊維工業 151401 染色整理 1514011 染色整理 15140112 賃加工分 1514011216
繊維雑品染色・整理（起
毛を含む）（賃加工）

25971

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519091 綱・網 15190911 ロープ、コード、トワイン 1519091101 合成繊維 t 31134 809083 25190

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519091 綱・網 15190911 ロープ、コード、トワイン 1519091102
その他の繊維製（麻を含
む）

3942

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519091 綱・網 15190912 漁網 1519091201 ナイロン t 3888 2019548 7853

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519091 綱・網 15190912 漁網 1519091202 ポリエチレン t 3087 1245681 3845

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519091 綱・網 15190912 漁網 1519091203 その他 18843

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519091 綱・網 15190913 漁網以外の網地 1519091301 漁網以外の網地 20183

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519091 綱・網 15190919 半製品及び仕掛品 1519091901 半製品及び仕掛品 -1107

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519099
他に分類されない繊維
工業製品

15190991 レース生地・雑品 1519099101 刺しゅうレース生地 千平方米 7319 451093 3302

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519099
他に分類されない繊維
工業製品

15190991 レース生地・雑品 1519099102 編レース生地 千平方米 64613 268257 17333

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519099
他に分類されない繊維
工業製品

15190991 レース生地・雑品 1519099103 ボビンレース生地 千平方米 887 532592 472

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519099
他に分類されない繊維
工業製品

15190991 レース生地・雑品 1519099104
その他のレース生地・雑
品

1157

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519099
他に分類されない繊維
工業製品

15190992 組ひも 1519099201 組ひも t 4563 2531274 11550

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519099
他に分類されない繊維
工業製品

15190993 整毛 1519099301 整毛 3241

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519099
他に分類されない繊維
工業製品

15190994 フェルト、不織布（乾式） 1519099401
プレスフェルト生地（ニー
ドルを含む）、不織布（乾

t 439319 562725 247216

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519099
他に分類されない繊維
工業製品

15190994 フェルト、不織布（乾式） 1519099402 プレスフェルト製品 45641

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519099
他に分類されない繊維
工業製品

15190995
上塗りした織物、防水し
た織物

1519099501
上塗りした織物、防水し
た織物

47953

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519099
他に分類されない繊維
工業製品

15190996 その他の繊維粗製品 1519099601 紋紙（ジャカードカード） 3289
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11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519099
他に分類されない繊維
工業製品

15190996 その他の繊維粗製品 1519099602
ふとん綿（中入綿を含
む）

t 3093 607862 1880

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519099
他に分類されない繊維
工業製品

15190996 その他の繊維粗製品 1519099603
他に分類されない繊維
粗製品

28083

11 繊維工業 151909 その他の繊維工業製品 1519099
他に分類されない繊維
工業製品

15190999 半製品及び仕掛品 1519099901 半製品及び仕掛品 -1931

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210111 成人男子・少年服 1521011101 背広服上衣 点 2614632 11776 30790

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210111 成人男子・少年服 1521011102 背広服ズボン 点 1972175 3774 7443

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210111 成人男子・少年服 1521011103 オーバーコート類 着 189423 8168 1547

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210111 成人男子・少年服 1521011104
制服上衣・オーバーコー
ト類

点 853111 7571 6459

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210111 成人男子・少年服 1521011105 制服ズボン 点 624368 4487 2802

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210111 成人男子・少年服 1521011106
ゴム引合羽・レインコー
ト・ビニル合羽

1204

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210112 成人女子・少女服 1521011201 ワンピース・スーツ上衣 23945

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210112 成人女子・少女服 1521011202 スカート・ズボン 点 13371882 2173 29057

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210112 成人女子・少女服 1521011203 ブラウス ダース 484712 18577 9004

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210112 成人女子・少女服 1521011204 オーバー・レインコート 着 396661 7119 2824

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210112 成人女子・少女服 1521011205 成人女子・少女用制服 点 338367 4341 1469

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210113 乳幼児服 1521011301 乳幼児服 着 4442690 1450 6442

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210114
事務用・作業用・衛生
用・スポーツ用衣服

1521011401
事務用・作業用・衛生用
衣服

89171

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210114
事務用・作業用・衛生
用・スポーツ用衣服

1521011402 スポーツ用衣服 12743

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210115 学校服 1521011501
成人男子・少年用上衣・
オーバーコート類

点 4573968 7293 33358

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210115 学校服 1521011502 成人男子・少年用ズボン 点 1460972 4414 6449

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210115 学校服 1521011503
成人女子・少女用上衣・
オーバーコート類

点 1048504 6800 7130

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210115 学校服 1521011504
成人女子・少女用スカー
ト・ズボン

点 1106083 5229 5784

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210116 シャツ、下着、寝着類 1521011601 ワイシャツ ダース 487801 24456 11930

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210116 シャツ、下着、寝着類 1521011602 その他のシャツ 1804

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210116 シャツ、下着、寝着類 1521011603 綿織物製下着 2499

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210116 シャツ、下着、寝着類 1521011604
その他の繊維織物製下
着

ダース 283024 7850 2222

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210116 シャツ、下着、寝着類 1521011605
寝着類（和式のものを除
く）

2292

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210117 和装製品 1521011701
既製和服・帯（縫製加工
されたもの）

24679

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210117 和装製品 1521011702
足袋類（類似品、半製品
を含む）

1826

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210117 和装製品 1521011703
その他の和装製品（ニッ
ト製を含む）

5283

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210118 製造業以外からの委託 1521011801 製造業以外からの委託 553089

11 繊維工業 152101 織物製衣服 1521011 織物製衣服 15210119 半製品及び仕掛品 1521011901 半製品及び仕掛品 244

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210211 ニット製外衣 1521021101
上衣・コート類（ブレ
ザー、ジャンパー等を含

デカ 442299 19090 8443

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210211 ニット製外衣 1521021102 ズボン・スカート デカ 371664 14884 5532

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210211 ニット製外衣 1521021103 乳幼児用外衣 6715

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210212
ニット製アウターシャツ
類

1521021201 ニット製アウターシャツ類 デカ 5016141 9702 48667

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210213 セーター類 1521021301
成人男子・少年用セー
ター・カーディガン・ベスト
類

デカ 338799 25840 8755

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210213 セーター類 1521021302
成人女子・少女用セー
ター・カーディガン・ベスト
類

デカ 1286953 29964 38562

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210214
その他のニット製外衣・
シャツ

1521021401 スポーツ上衣 デカ 1782982 14143 25217

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210214
その他のニット製外衣・
シャツ

1521021402
スポーツ用ズボン・ス
カート

デカ 1004797 10132 10181

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210214
その他のニット製外衣・
シャツ

1521021403
海水着・海水パンツ・海
浜着

デカ 238853 11287 2696

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210214
その他のニット製外衣・
シャツ

1521021404
その他の外衣･シャツ（学
校服、制服、作業服等を
含む）

5773

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210215 下着 1521021501 肌着 デカ 6678472 4739 31649

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210215 下着 1521021502 ブリーフ・ショーツ類 デカ 4280533 3376 14451

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210215 下着 1521021503 スリップ・ペチコート類 デカ 236747 10432 2470

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210216 寝着類 1521021601 寝着類 2293

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210217 補整着 1521021701 補整着 28057

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210218 製造業以外からの委託 1521021801 製造業以外からの委託 123661

11 繊維工業 152102 ニット製衣服 1521021 ニット製衣服 15210219 半製品及び仕掛品 1521021901 半製品及び仕掛品 -339

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220991
ネクタイ（ニット製を含
む）

1522099101
ネクタイ（ニット製を含
む）

千本 4395 685180 3011

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220992
スカーフ、マフラー、ハン
カチーフ

1522099201
スカーフ・マフラー（ニット
製を含む）

千ダース 1237 4936126 6108

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220992
スカーフ、マフラー、ハン
カチーフ

1522099202 ハンカチーフ 千ダース 8503 585864 4981

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220993 靴下 1522099301 ソックス 千足 181930 212129 38593

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220993 靴下 1522099302 パンティストッキング 千足 192712 147724 28468

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220993 靴下 1522099303 その他の靴下 4779

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220993 靴下 1522099304 タイツ 千足 14744 321653 4743

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220994 手袋 1522099401 衣服用ニット手袋 6478

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220994 手袋 1522099402 作業用ニット手袋 千双 267921 37670 10093

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220994 手袋 1522099403 その他の手袋 2300

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220995 帽子（帽体を含む） 1522099501 織物製帽子 8629
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11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220995 帽子（帽体を含む） 1522099502
その他の帽子（フェルト
製、ニット製、帽体を含
む）

7860

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220996
他に分類されない衣服・
繊維製身の回り品

1522099601 毛皮製衣服・身の回り品 922

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220996
他に分類されない衣服・
繊維製身の回り品

1522099602
なめし革製衣服（合成皮
革製を含む）

1875

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220996
他に分類されない衣服・
繊維製身の回り品

1522099603 繊維製履物 2523

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220996
他に分類されない衣服・
繊維製身の回り品

1522099604 衛生衣服附属品 1417

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220996
他に分類されない衣服・
繊維製身の回り品

1522099605
その他の衣服・繊維製身
の回り品（ニット製を含
む）

23031

11 繊維工業 152209
その他の衣服・身の回り
品

1522099
その他の衣服・身の回り
品

15220999 半製品及び仕掛品 1522099901 半製品及び仕掛品 -617

11 繊維工業 152901 寝具 1529011 寝具 15290111 寝具 1529011101
ふとん（羊毛ふとんを含
む）

29017

11 繊維工業 152901 寝具 1529011 寝具 15290111 寝具 1529011102 羽毛ふとん 20947

11 繊維工業 152901 寝具 1529011 寝具 15290111 寝具 1529011103
その他の寝具（毛布を除
く）

42581

11 繊維工業 152901 寝具 1529011 寝具 15290112 毛布 1529011201 毛布 8177

11 繊維工業 152901 寝具 1529011 寝具 15290119 半製品及び仕掛品 1529011901 半製品及び仕掛品 65

11 繊維工業 152902 じゅうたん・床敷物 1529021 じゅうたん・床敷物 15290211 じゅうたん・床敷物 1529021101 じゅうたん、だん通 千平方米 997 3208955 3200

11 繊維工業 152902 じゅうたん・床敷物 1529021 じゅうたん・床敷物 15290211 じゅうたん・床敷物 1529021102 タフテッドカーペット 千平方米 64450 1045960 67412

11 繊維工業 152902 じゅうたん・床敷物 1529021 じゅうたん・床敷物 15290211 じゅうたん・床敷物 1529021103
その他の繊維製床敷
物、同類似品

57805

11 繊維工業 152902 じゅうたん・床敷物 1529021 じゅうたん・床敷物 15290219 半製品及び仕掛品 1529021901 半製品及び仕掛品 400

11 繊維工業 152909 その他の繊維既製品 1529091 繊維製衛生材料 15290911 繊維製衛生材料 1529091101 医療用ガーゼ、包帯 7878

11 繊維工業 152909 その他の繊維既製品 1529091 繊維製衛生材料 15290911 繊維製衛生材料 1529091102 脱脂綿 5979

11 繊維工業 152909 その他の繊維既製品 1529091 繊維製衛生材料 15290911 繊維製衛生材料 1529091103
その他の衛生医療用繊
維製品

73902

11 繊維工業 152909 その他の繊維既製品 1529091 繊維製衛生材料 15290919 半製品及び仕掛品 1529091901 半製品及び仕掛品 5528

11 繊維工業 152909 その他の繊維既製品 1529099
他に分類されない繊維
既製品

15290991 帆布製品 1529099101 綿帆布製品 4203

11 繊維工業 152909 その他の繊維既製品 1529099
他に分類されない繊維
既製品

15290991 帆布製品 1529099102 合成繊維帆布製品 60848

11 繊維工業 152909 その他の繊維既製品 1529099
他に分類されない繊維
既製品

15290991 帆布製品 1529099103
その他の繊維製帆布製
品

16615

11 繊維工業 152909 その他の繊維既製品 1529099
他に分類されない繊維
既製品

15290992 繊維製袋 1529099201 繊維製袋 11587

11 繊維工業 152909 その他の繊維既製品 1529099
他に分類されない繊維
既製品

15290993 刺しゅう製品 1529099301 刺しゅう製品 8255

11 繊維工業 152909 その他の繊維既製品 1529099
他に分類されない繊維
既製品

15290994
タオル（ハンカチーフを
除く）

1529099401
タオル（ハンカチーフを除
く）

45487

11 繊維工業 152909 その他の繊維既製品 1529099
他に分類されない繊維
既製品

15290995
他に分類されない繊維
製品（ニット製を含む）

1529099501
他に分類されない繊維
製品（ニット製を含む）

304485

11 繊維工業 152909 その他の繊維既製品 1529099
他に分類されない繊維
既製品

15290999 半製品及び仕掛品 1529099901 半製品及び仕掛品 -55
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12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161101 製材 1611011 製材 16110111 製材 1611011101 建築用板材 千立方米 1561 58852659 91869

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161101 製材 1611011 製材 16110111 製材 1611011102 建築用ひき割 千立方米 2760 54121014 149374

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161101 製材 1611011 製材 16110111 製材 1611011103 建築用ひき角 千立方米 3162 62320683 197058

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161101 製材 1611011 製材 16110111 製材 1611011199 その他の製材 千立方米 1748 66002288 115372

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161101 製材 1611011 製材 16110119 半製品及び仕掛品 1611011901 半製品及び仕掛品 -210

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161102 合板・集成材 1611021 合板・集成材 16110211 単板 1611021101 単板 16388

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161102 合板・集成材 1611021 合板・集成材 16110212 合板 1611021201 普通合板 220304

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161102 合板・集成材 1611021 合板・集成材 16110212 合板 1611021202
特殊合板（木質複合床
板を除く。）

109704

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161102 合板・集成材 1611021 合板・集成材 16110213 集成材 1611021301 集成材 214510

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161102 合板・集成材 1611021 合板・集成材 16110219 半製品及び仕掛品 1611021901 半製品及び仕掛品 292

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161103 木材チップ 1611031 木材チップ 16110311 木材チップ 1611031101 木材チップ 千t 5745 17766406 102068

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161103 木材チップ 1611031 木材チップ 16110319 半製品及び仕掛品 1611031901 半製品及び仕掛品 90

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619091 建設用木製品 16190911 造作材（建具を除く） 1619091101 造作材（建具を除く） 178225

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619091 建設用木製品 16190912 建築用木製組立材料 1619091201
住宅建築用木製組立材
料

547794

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619091 建設用木製品 16190912 建築用木製組立材料 1619091202
その他の建築用木製組
立材料

6002

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619091 建設用木製品 16190912 建築用木製組立材料 1619091203 木質系プレハブ住宅 9494

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619091 建設用木製品 16190913 パーティクルボード 1619091301 パーティクルボード 37797

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619091 建設用木製品 16190914 繊維板 1619091401 硬質繊維板 千平方米 12560 273384 3434

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619091 建設用木製品 16190914 繊維板 1619091402 その他の繊維板 29151

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619091 建設用木製品 16190915 銘板、銘木、床柱 1619091501 銘板、銘木、床柱 7368

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619091 建設用木製品 16190916 床板 1619091601 床板 131170

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619091 建設用木製品 16190919 半製品及び仕掛品 1619091901 半製品及び仕掛品 -627

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190991 その他の特殊製材品 1619099101 経木、同製品 2215

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190991 その他の特殊製材品 1619099102
他に分類されない特殊
製材品

14872

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190992 竹・とう・きりゅう等容器 1619099201 竹・とう・きりゅう等容器 1342

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190993 木箱 1619099301 木箱 64165

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190993 木箱 1619099302 折箱 8375

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190993 木箱 1619099303
取枠、巻枠（木製ドラム
を含む）

8565

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190994 たる、おけ類 1619099401 たる 1564

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190994 たる、おけ類 1619099402 おけ類 1178

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190995 薬品処理木材 1619099501 薬品処理木材 26162

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190996 コルク製品 1619099601 コルク製品 888

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190997
他に分類されない木製
品（竹、とうを含む）

1619099701
柄、引手、つまみ、握り、
台木、これらの類似品

5608

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190997
他に分類されない木製
品（竹、とうを含む）

1619099702 木製台所用品 4157

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190997
他に分類されない木製
品（竹、とうを含む）

1619099703 はし（木・竹製） 3157

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190997
他に分類されない木製
品（竹、とうを含む）

1619099704 機械器具木部 480

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190997
他に分類されない木製
品（竹、とうを含む）

1619099705 木製履物（台を含む） 523

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190997
他に分類されない木製
品（竹、とうを含む）

1619099706 曲輪、曲物 902

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190997
他に分類されない木製
品（竹、とうを含む）

1619099707
靴型、靴芯（材料のいか
んを問わない）

1158

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190997
他に分類されない木製
品（竹、とうを含む）

1619099708 その他の木製品 95206

12
木材・木製品製造業（家具
を除く）

161909 その他の木製品 1619099
他に分類されない木製
品

16190999 半製品及び仕掛品 1619099901 半製品及び仕掛品 -259
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13 家具・装備品製造業 162101 木製家具 1621011 木製家具 16210111 木製家具（漆塗りを除く） 1621011101 机・テーブル・いす 165954

13 家具・装備品製造業 162101 木製家具 1621011 木製家具 16210111 木製家具（漆塗りを除く） 1621011102
流し台・調理台・ガス台
（キャビネットが木製のも
の）

153828

13 家具・装備品製造業 162101 木製家具 1621011 木製家具 16210111 木製家具（漆塗りを除く） 1621011103 たんす 25041

13 家具・装備品製造業 162101 木製家具 1621011 木製家具 16210111 木製家具（漆塗りを除く） 1621011104 棚・戸棚 134892

13 家具・装備品製造業 162101 木製家具 1621011 木製家具 16210111 木製家具（漆塗りを除く） 1621011105 音響機器用キャビネット 4419

13 家具・装備品製造業 162101 木製家具 1621011 木製家具 16210111 木製家具（漆塗りを除く） 1621011106 ベッド 18036

13 家具・装備品製造業 162101 木製家具 1621011 木製家具 16210111 木製家具（漆塗りを除く） 1621011107
その他の家具（漆塗りを
除く）

196968

13 家具・装備品製造業 162101 木製家具 1621011 木製家具 16210119 半製品及び仕掛品 1621011901 半製品及び仕掛品 -461

13 家具・装備品製造業 162102 金属製家具 1621021 金属製家具 16210211 金属製家具 1621021101 机・テーブル・いす 個 7973485 11856 94533

13 家具・装備品製造業 162102 金属製家具 1621021 金属製家具 16210211 金属製家具 1621021102 ベッド 個 144748 134175 19422

13 家具・装備品製造業 162102 金属製家具 1621021 金属製家具 16210211 金属製家具 1621021103 電動ベッド 25759

13 家具・装備品製造業 162102 金属製家具 1621021 金属製家具 16210211 金属製家具 1621021104 流し台・調理台・ガス台 個 385068 32973 12697

13 家具・装備品製造業 162102 金属製家具 1621021 金属製家具 16210211 金属製家具 1621021105 システムキッチン セット 863904 179989 155493

13 家具・装備品製造業 162102 金属製家具 1621021 金属製家具 16210211 金属製家具 1621021106 棚・戸棚 個 1549134 11212 17369

13 家具・装備品製造業 162102 金属製家具 1621021 金属製家具 16210211 金属製家具 1621021107 間仕切り 平方米 3299651 24580 81105

13 家具・装備品製造業 162102 金属製家具 1621021 金属製家具 16210211 金属製家具 1621021108 その他の金属製家具 個 4882429 8322 40631

13 家具・装備品製造業 162102 金属製家具 1621021 金属製家具 16210219 半製品及び仕掛品 1621021901 半製品及び仕掛品 711

13 家具・装備品製造業 162103 木製建具 1621031 木製建具 16210311 建具（金属製を除く） 1621031101 建具（金属製を除く） 283562

13 家具・装備品製造業 162103 木製建具 1621031 木製建具 16210319 半製品及び仕掛品 1621031901 半製品及び仕掛品 -458

13 家具・装備品製造業 162109 その他の家具・装備品 1621099 その他の家具・装備品 16210991
ベッド用マットレス、組ス
プリング

1621099101
ベッド用マットレス、組ス
プリング

32674

13 家具・装備品製造業 162109 その他の家具・装備品 1621099 その他の家具・装備品 16210992 宗教用具 1621099201 宗教用具 40362

13 家具・装備品製造業 162109 その他の家具・装備品 1621099 その他の家具・装備品 16210993
事務所用・店舗用装備
品

1621099301
事務所用・店舗用装備
品

200790

13 家具・装備品製造業 162109 その他の家具・装備品 1621099 その他の家具・装備品 16210994 窓用・扉用日よけ 1621099401 窓用・扉用日よけ 52487

13 家具・装備品製造業 162109 その他の家具・装備品 1621099 その他の家具・装備品 16210995
びょうぶ、衣こう、すだ
れ、ついたて（掛軸、掛
地図を含む）等

1621099501
びょうぶ、衣こう、すだ
れ、ついたて（掛軸、掛
地図を含む）等

5250

13 家具・装備品製造業 162109 その他の家具・装備品 1621099 その他の家具・装備品 16210996 鏡縁・額縁 1621099601 鏡縁・額縁 17187

13 家具・装備品製造業 162109 その他の家具・装備品 1621099 その他の家具・装備品 16210997
他に分類されない家具・
装備品

1621099701
他に分類されない家具・
装備品

65036

13 家具・装備品製造業 162109 その他の家具・装備品 1621099 その他の家具・装備品 16210999 半製品及び仕掛品 1621099901 半製品及び仕掛品 -129
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14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163101 パルプ 1631011 パルプ 16310111 パルプ 1631011101
クラフトパルプ（さらし、
針葉樹）

t 1098118 69786 76633

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163101 パルプ 1631011 パルプ 16310111 パルプ 1631011102
クラフトパルプ（さらし、
広葉樹）

t 5977687 65279 390216

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163101 パルプ 1631011 パルプ 16310111 パルプ 1631011103 クラフトパルプ（未ざらし） t 1038957 57175 59402

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163101 パルプ 1631011 パルプ 16310111 パルプ 1631011104 サーモメカニカルパルプ t 362555 60528 21945

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163101 パルプ 1631011 パルプ 16310111 パルプ 1631011105
リファイナーグラウンドパ
ルプ

t 130200 41975 5465

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163101 パルプ 1631011 パルプ 16310111 パルプ 1631011106 砕木パルプ t 93527 47190 4414

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163101 パルプ 1631011 パルプ 16310111 パルプ 1631011107
溶解・その他の製紙パル
プ

22737

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163101 パルプ 1631011 パルプ 16310119 半製品及び仕掛品 1631011901 半製品及び仕掛品 69

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320111 新聞巻取紙 1632011101 新聞巻取紙 t 2984681 107545 320987

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320112 印刷用紙 1632011201 上級印刷紙（非塗工） t 1075288 110651 118981

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320112 印刷用紙 1632011202 中級印刷紙（非塗工） t 286009 106213 30378

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320112 印刷用紙 1632011203 下級印刷紙（非塗工） t 443006 86593 38361

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320112 印刷用紙 1632011204 薄葉印刷紙（非塗工） t 22044 273000 6018

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320112 印刷用紙 1632011205 微塗工印刷用紙 t 1227736 99744 122459

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320112 印刷用紙 1632011206 アート紙（塗工） t 48300 143730 6942

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320112 印刷用紙 1632011207 コート紙（塗工） t 2063296 105944 218593

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320112 印刷用紙 1632011208 軽量コート紙（塗工） t 1451588 100709 146188

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320112 印刷用紙 1632011209 その他塗工印刷紙 t 180250 146069 26329

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320112 印刷用紙 1632011210 色上質紙（特殊印刷） t 79969 166644 13326

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320112 印刷用紙 1632011211 その他特殊印刷用紙 t 146574 266786 39104

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320113 情報用紙 1632011301 複写原紙 t 138692 156430 21696

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320113 情報用紙 1632011302 フォーム用紙 t 232366 117333 27264

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320113 情報用紙 1632011303 ＰＰＣ用紙 t 815602 114774 93610

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320113 情報用紙 1632011304 情報記録紙 t 114349 179533 20529

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320113 情報用紙 1632011305 その他情報用紙 t 59317 199884 11856

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320114 包装用紙 1632011401 重袋用両更クラフト紙 t 341633 101752 34762

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320114 包装用紙 1632011402 その他両更クラフト紙 t 218925 109615 23997

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320114 包装用紙 1632011403 その他未ざらし包装紙 t 25665 132478 3400

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320114 包装用紙 1632011404 純白ロール紙 t 69474 136069 9453

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320114 包装用紙 1632011405 さらしクラフト紙 t 208716 122754 25621

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320114 包装用紙 1632011406 その他さらし包装紙 t 26751 215017 5752

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320115 衛生用紙 1632011501 ティッシュペーパー t 439640 194337 85438

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320115 衛生用紙 1632011502 トイレットペーパー t 1038697 161716 167973

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320115 衛生用紙 1632011503 タオル用紙 t 186737 175738 32817

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320115 衛生用紙 1632011504 その他衛生用紙 t 100582 241431 24284

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320116 雑種紙・不織布（湿式） 1632011601 加工原紙 t 620570 181894 112878

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320116 雑種紙・不織布（湿式） 1632011602 電気絶縁紙 t 15502 963943 14943

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320116 雑種紙・不織布（湿式） 1632011603 その他工業用雑種紙 t 120824 322193 38929

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320116 雑種紙・不織布（湿式） 1632011604 家庭用雑種紙 t 46947 477893 22436

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320116 雑種紙・不織布（湿式） 1632011605 不織布（湿式） kg 32364984 923 29871

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320117 手すき和紙 1632011701 手すき和紙 2610

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320118 紙幣等 1632011801 紙幣等 8674

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163201 洋紙・和紙 1632011 洋紙・和紙 16320119 半製品及び仕掛品 1632011901 半製品及び仕掛品 -2477

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163202 板紙 1632021 板紙 16320211 段ボール原紙 1632021101
外装用ライナー（クラフ
ト）

t 3899703 61024 237975

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163202 板紙 1632021 板紙 16320211 段ボール原紙 1632021102
外装用ライナー（ジュー
ト）

t 1440724 54467 78472

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163202 板紙 1632021 板紙 16320211 段ボール原紙 1632021103 内装用ライナー t 118176 67272 7950

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163202 板紙 1632021 板紙 16320211 段ボール原紙 1632021104 中しん原紙 t 3728005 52055 194061

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163202 板紙 1632021 板紙 16320212 白板紙 1632021201 マニラボール t 553972 130699 72404

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163202 板紙 1632021 板紙 16320212 白板紙 1632021202 白ボール t 870003 97560 84878

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163202 板紙 1632021 板紙 16320213 その他板紙 1632021301 黄・チップ・色板紙 t 145956 89549 13070

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163202 板紙 1632021 板紙 16320213 その他板紙 1632021302 建材原紙 t 202582 70496 14281

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163202 板紙 1632021 板紙 16320213 その他板紙 1632021303 紙管原紙 t 293093 69644 20412

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163202 板紙 1632021 板紙 16320213 その他板紙 1632021304 その他板紙 t 146122 144470 21110

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163202 板紙 1632021 板紙 16320219 半製品及び仕掛品 1632021901 半製品及び仕掛品 -381

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163301 段ボール 1633011 段ボール 16330111 段ボール（シート） 1633011101 両面 千平方米 10823945 50607 547766

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163301 段ボール 1633011 段ボール 16330111 段ボール（シート） 1633011102
複両面（複々両面を含
む）

千平方米 1033996 71695 74132

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163301 段ボール 1633011 段ボール 16330111 段ボール（シート） 1633011103 片面 千平方米 107352 46152 4954

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163301 段ボール 1633011 段ボール 16330119 半製品及び仕掛品 1633011901 半製品及び仕掛品 52

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163302 塗工紙・建設用加工紙 1633021 塗工紙・建設用加工紙 16330211
塗工紙（印刷用紙を除
く）

1633021101 絶縁紙、絶縁テープ 3096

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163302 塗工紙・建設用加工紙 1633021 塗工紙・建設用加工紙 16330211
塗工紙（印刷用紙を除
く）

1633021102 アスファルト塗工紙 36980

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163302 塗工紙・建設用加工紙 1633021 塗工紙・建設用加工紙 16330211
塗工紙（印刷用紙を除
く）

1633021103 浸透加工紙 5907
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14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163302 塗工紙・建設用加工紙 1633021 塗工紙・建設用加工紙 16330211
塗工紙（印刷用紙を除
く）

1633021104 積層加工紙 156519

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163302 塗工紙・建設用加工紙 1633021 塗工紙・建設用加工紙 16330211
塗工紙（印刷用紙を除
く）

1633021105
紙製・織物製ブックバイ
ンディングクロス

2306

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163302 塗工紙・建設用加工紙 1633021 塗工紙・建設用加工紙 16330211
塗工紙（印刷用紙を除
く）

1633021106 その他の塗工紙 145048

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163302 塗工紙・建設用加工紙 1633021 塗工紙・建設用加工紙 16330212 壁紙、ふすま紙 1633021201 壁紙、ふすま紙 44097

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

163302 塗工紙・建設用加工紙 1633021 塗工紙・建設用加工紙 16330219 半製品及び仕掛品 1633021901 半製品及び仕掛品 -2702

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164101 段ボール箱 1641011 段ボール箱 16410111 段ボール箱 1641011101 段ボール箱 1230884

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164101 段ボール箱 1641011 段ボール箱 16410119 半製品及び仕掛品 1641011901 半製品及び仕掛品 107

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164109 その他の紙製容器 1641099 その他の紙製容器 16410991 重包装紙袋 1641099101 重包装紙袋 千袋 1244477 53768 66913

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164109 その他の紙製容器 1641099 その他の紙製容器 16410992 角底紙袋 1641099201 角底紙袋 72071

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164109 その他の紙製容器 1641099 その他の紙製容器 16410993 紙器 1641099301 印刷箱 327470

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164109 その他の紙製容器 1641099 その他の紙製容器 16410993 紙器 1641099302 簡易箱 22987

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164109 その他の紙製容器 1641099 その他の紙製容器 16410993 紙器 1641099303 貼箱 48239

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164109 その他の紙製容器 1641099 その他の紙製容器 16410993 紙器 1641099304 その他の紙器 174282

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164109 その他の紙製容器 1641099 その他の紙製容器 16410999 半製品及び仕掛品 1641099901 半製品及び仕掛品 -438

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164901 紙製衛生材料・用品 1649011 紙製衛生材料・用品 16490111 紙製衛生材料 1649011101 紙製衛生材料 12817

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164901 紙製衛生材料・用品 1649011 紙製衛生材料・用品 16490112 紙製衛生用品 1649011201 大人用紙おむつ 127409

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164901 紙製衛生材料・用品 1649011 紙製衛生材料・用品 16490112 紙製衛生用品 1649011202 子供用紙おむつ 165496

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164901 紙製衛生材料・用品 1649011 紙製衛生材料・用品 16490112 紙製衛生用品 1649011203 その他の紙製衛生用品 401763

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164901 紙製衛生材料・用品 1649011 紙製衛生材料・用品 16490119 半製品及び仕掛品 1649011901 半製品及び仕掛品 178

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164909
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099
その他のパルプ・紙・紙
加工品

16490991 事務用・学用紙製品 1649099101 帳簿類 1834

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164909
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099
その他のパルプ・紙・紙
加工品

16490991 事務用・学用紙製品 1649099102 事務用書式類 10627

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164909
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099
その他のパルプ・紙・紙
加工品

16490991 事務用・学用紙製品 1649099103 事務用紙袋 83256

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164909
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099
その他のパルプ・紙・紙
加工品

16490991 事務用・学用紙製品 1649099104 ノート類 18066

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164909
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099
その他のパルプ・紙・紙
加工品

16490991 事務用・学用紙製品 1649099105
その他の事務用・学用紙
製品

80952

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164909
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099
その他のパルプ・紙・紙
加工品

16490992 日用紙製品 1649099201 祝儀用品 13211

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164909
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099
その他のパルプ・紙・紙
加工品

16490992 日用紙製品 1649099202 写真用紙製品 8514

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164909
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099
その他のパルプ・紙・紙
加工品

16490992 日用紙製品 1649099203 その他の日用紙製品 10312

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164909
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099
その他のパルプ・紙・紙
加工品

16490993 その他の紙製品 1649099301 その他の紙製品 191972

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164909
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099
その他のパルプ・紙・紙
加工品

16490994
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099401 紙管 59808

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164909
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099
その他のパルプ・紙・紙
加工品

16490994
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099402
ソリッドファイバー・バル
カナイズドファイバー製

6911

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164909
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099
その他のパルプ・紙・紙
加工品

16490994
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099403
他に分類されないパル
プ・紙・紙加工品

321362

14
パルプ・紙・紙加工品製造
業

164909
その他のパルプ・紙・紙
加工品

1649099
その他のパルプ・紙・紙
加工品

16490999 半製品及び仕掛品 1649099901 半製品及び仕掛品 -667
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15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110111
オフセット印刷物（紙に
対するもの）

1911011101
オフセット印刷物（紙に
対するもの）

3155861

15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110112
オフセット印刷以外の印
刷物（紙に対するもの）

1911011201 とっ版印刷物 187602

15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110112
オフセット印刷以外の印
刷物（紙に対するもの）

1911011202 おう版印刷物 304162

15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110113
紙以外のものに対する
印刷物

1911011301
紙以外のものに対する
印刷物

741034

15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110114 製版 1911011401
写真製版（写真植字を含
む）

175306

15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110114 製版 1911011402 フォトマスク 86406

15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110114 製版 1911011403 活字 661

15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110114 製版 1911011404 鉛版 13468

15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110114 製版 1911011405 銅おう版、木版彫刻製版 10889

15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110115 製本 1911011501 製本 165831

15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110116 印刷物加工 1911011601 印刷物加工 103481

15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110117 印刷関連サービス 1911011701 印刷関連サービス 26191

15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110118 国立印刷局広告料収入 1911011801 国立印刷局広告料収入 6108

15 印刷・同関連業 191101 印刷・製版・製本 1911011 印刷・製版・製本 19110119 半製品及び仕掛品 1911011901 半製品及び仕掛品 -4557
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32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110111
娯楽用具・がん具（人形
を除く）

3911011101

かるた、すごろく、トラン
プ、花札、囲碁、将棋、
チェス、麻雀ぱい、ゲー
ム盤等

21813

32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110111
娯楽用具・がん具（人形
を除く）

3911011102 電子応用がん具 19985

32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110111
娯楽用具・がん具（人形
を除く）

3911011103 金属製がん具 17979

32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110111
娯楽用具・がん具（人形
を除く）

3911011104 プラスチックモデルキット 18641

32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110111
娯楽用具・がん具（人形
を除く）

3911011105 空気入りビニルがん具 634

32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110111
娯楽用具・がん具（人形
を除く）

3911011106
児童乗物（部分品、附属
品を含む）

1223

32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110111
娯楽用具・がん具（人形
を除く）

3911011107
その他のプラスチック製
がん具

12532

32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110111
娯楽用具・がん具（人形
を除く）

3911011108
その他の娯楽用具・がん
具

33847

32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110111
娯楽用具・がん具（人形
を除く）

3911011109
娯楽用具・がん具の部
分品・附属品

9053

32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110112 人形 3911011201
日本人形、西洋人形、縫
いぐるみ人形

1932

32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110112 人形 3911011202 節句人形、ひな人形 11350

32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110112 人形 3911011203 その他の人形 4879

32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110112 人形 3911011204 人形の部分品・附属品 6049

32 その他の製造業 391101 がん具 3911011 がん具 39110119 半製品及び仕掛品 3911011901 半製品及び仕掛品 -592

32 その他の製造業 391102 運動用品 3911021 運動用品 39110211 運動用具 3911021101 野球・ソフトボール用具 9160

32 その他の製造業 391102 運動用品 3911021 運動用品 39110211 運動用具 3911021102
バスケットボール・バレー
ボール・ラグビー・サッ
カー等用具

4179

32 その他の製造業 391102 運動用品 3911021 運動用品 39110211 運動用具 3911021103
テニス・卓球・バドミントン
用具

21595

32 その他の製造業 391102 運動用品 3911021 運動用品 39110211 運動用具 3911021104 ゴルフ・ホッケー用具 65405

32 その他の製造業 391102 運動用品 3911021 運動用品 39110211 運動用具 3911021105
スキー・水上スキー・ス
ケート用具

7465

32 その他の製造業 391102 運動用品 3911021 運動用品 39110211 運動用具 3911021106
トラック・フィールド用具、
体操用具

3567

32 その他の製造業 391102 運動用品 3911021 運動用品 39110211 運動用具 3911021107 釣道具、同附属品 115349

32 その他の製造業 391102 運動用品 3911021 運動用品 39110211 運動用具 3911021108 その他の運動用具 96937

32 その他の製造業 391102 運動用品 3911021 運動用品 39110211 運動用具 3911021109
運動用具の部分品・附
属品

9087

32 その他の製造業 391102 運動用品 3911021 運動用品 39110219 半製品及び仕掛品 3911021901 半製品及び仕掛品 3062

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190111
貴金属・宝石製装身具
（ジュエリー）製品

3919011101
貴金属製装身具（宝石、
象牙、亀甲を含む）

121138

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190111
貴金属・宝石製装身具
（ジュエリー）製品

3919011102
天然・養殖真珠装身具
（購入真珠によるもの）

12982

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190112
貴金属・宝石製装身具
（ジュエリー）附属品・同
材料加工品

3919011201
貴金属・宝石製装身具
附属品、同材料加工品、
同細工品

31228

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190113 その他の貴金属製品 3919011301
その他の貴金属・宝石製
品（装身具・装飾品を除
く）

11021

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190113 その他の貴金属製品 3919011302

その他の貴金属・宝石製
品（装身具・装飾品を除
く）の附属品、同材料加
工品、同細工品

1041

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190114
装身具・装飾品（貴金
属・宝石製を除く）

3919011401
身辺細貨品（すず・アン
チモン製品を含む）

21181

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190114
装身具・装飾品（貴金
属・宝石製を除く）

3919011402
装飾品・置物類（すず・ア
ンチモン製品を含む）

9471

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190114
装身具・装飾品（貴金
属・宝石製を除く）

3919011403
宝石箱・小物箱（すず・ア
ンチモン製品を含む）

1643

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190114
装身具・装飾品（貴金
属・宝石製を除く）

3919011404
装身具・装飾品（貴金
属・宝石製を除く）の部分
品・附属品

6303

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190115 造花、装飾用羽毛 3919011501 造花、装飾用羽毛 6555

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190116 ボタン 3919011601 プラスチック製ボタン 5010

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190116 ボタン 3919011602
その他のボタン（ボタン
型を含む）

11006

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190117
針・ピン・ホック・スナッ
プ・同関連品

3919011701 縫針、ミシン針 万本 106507 77454 8249

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190117
針・ピン・ホック・スナッ
プ・同関連品

3919011702 スライドファスナー 40114

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190117
針・ピン・ホック・スナッ
プ・同関連品

3919011703 スナップ、ホック 8688

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190117
針・ピン・ホック・スナッ
プ・同関連品

3919011704 その他の針、同関連品 16667

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190118
その他の装身具・装飾
品

3919011801
かつら、かもじ（人形の
髪を含む）

944

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190118
その他の装身具・装飾
品

3919011802
他に分類されない装身
具・装飾品

1608

32 その他の製造業 391901 身辺細貨品 3919011 身辺細貨品 39190119 半製品及び仕掛品 3919011901 半製品及び仕掛品 -924

32 その他の製造業 391902 時計 3919021 時計 39190211
ウオッチ（ムーブメントを
含む）

3919021101
ウオッチ（ムーブメントを
含む）

個 180182864 810 145948

32 その他の製造業 391902 時計 3919021 時計 39190212
クロック（ムーブメントを
含む）

3919021201
クロック（ムーブメントを
含む）

13630

32 その他の製造業 391902 時計 3919021 時計 39190213 その他の時計 3919021301 その他の時計 682

32 その他の製造業 391902 時計 3919021 時計 39190214 時計の部分品 3919021401 時計の部分品 89154

32 その他の製造業 391902 時計 3919021 時計 39190215 時計側 3919021501 携帯時計側 2083

32 その他の製造業 391902 時計 3919021 時計 39190215 時計側 3919021502 その他の時計側 2410

32 その他の製造業 391902 時計 3919021 時計 39190219 半製品及び仕掛品 3919021901 半製品及び仕掛品 -799

32 その他の製造業 391903 楽器 3919031 楽器 39190311 ピアノ 3919031101 ピアノ 台 37050 493268 18276

32 その他の製造業 391903 楽器 3919031 楽器 39190312
ギター（電気ギターを含
む）

3919031201
ギター（電気ギターを含
む）

本 129570 47355 6136

32 その他の製造業 391903 楽器 3919031 楽器 39190313
その他の楽器、楽器部
品・同材料

3919031301 電子楽器 19384

32 その他の製造業 391903 楽器 3919031 楽器 39190313
その他の楽器、楽器部
品・同材料

3919031302
その他の洋楽器、和楽
器

29185

32 その他の製造業 391903 楽器 3919031 楽器 39190313
その他の楽器、楽器部
品・同材料

3919031303
楽器の部分品・取付具・
附属品

22427

32 その他の製造業 391903 楽器 3919031 楽器 39190319 半製品及び仕掛品 3919031901 半製品及び仕掛品 -1654

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190411
万年筆、シャープペンシ
ル

3919041101 万年筆 千本 5712 904614 5168
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32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190411
万年筆、シャープペンシ
ル

3919041102 シャープペンシル 千本 150575 114489 17239

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190411
万年筆、シャープペンシ
ル

3919041103
万年筆・シャープペンシ
ル部分品、ぺン先、ペン

4061

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190412
ボールペン、マーキング
ペン

3919041201 ボールペン 75300

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190412
ボールペン、マーキング
ペン

3919041202 マーキングペン 42211

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190412
ボールペン、マーキング
ペン

3919041203
ボールペン・マーキング
ペン部分品

40659

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190413 鉛筆 3919041301 鉛筆 グロス 2433226 2740 6667

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190413 鉛筆 3919041302
鉛筆軸、鉛筆芯（シャー
プペンシルの芯を含む）

5245

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190414
毛筆・絵画用品（鉛筆を
除く）

3919041401 水彩絵具 5372

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190414
毛筆・絵画用品（鉛筆を
除く）

3919041402
毛筆、その他の絵画用
品

13872

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190415 その他の事務用品 3919041501
印章、印肉、スタンプ、ス
タンプ台

17037

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190415 その他の事務用品 3919041502 図案・製図用具 783

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190415 その他の事務用品 3919041503 事務用のり、工業用のり 4509

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190415 その他の事務用品 3919041504
他に分類されない事務
用品

21200

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190415 その他の事務用品 3919041505
その他の事務用品の部
分品・附属品

4811

32 その他の製造業 391904 筆記具・文具 3919041 筆記具・文具 39190419 半製品及び仕掛品 3919041901 半製品及び仕掛品 -2067

32 その他の製造業 391905 畳・わら加工品 3919051 畳・わら加工品 39190511 畳 3919051101 畳・畳床 37703

32 その他の製造業 391905 畳・わら加工品 3919051 畳・わら加工品 39190511 畳 3919051102 畳表 13163

32 その他の製造業 391905 畳・わら加工品 3919051 畳・わら加工品 39190511 畳 3919051103 ござ・花むしろ 1082

32 その他の製造業 391905 畳・わら加工品 3919051 畳・わら加工品 39190518 その他のわら加工品 3919051801 その他のわら加工品 6191

32 その他の製造業 391905 畳・わら加工品 3919051 畳・わら加工品 39190519 半製品及び仕掛品 3919051901 半製品及び仕掛品 -1

32 その他の製造業 391906 情報記録物 3919061 情報記録物 39190611 音響用情報記録物 3919061101 音響用情報記録物 13754

32 その他の製造業 391906 情報記録物 3919061 情報記録物 39190612 映像用情報記録物 3919061201 映像用情報記録物 16175

32 その他の製造業 391906 情報記録物 3919061 情報記録物 39190613 ゲーム用の記録物 3919061301 ゲーム用の記録物 96382

32 その他の製造業 391906 情報記録物 3919061 情報記録物 39190614 その他の情報記録物 3919061401 その他の情報記録物 15650

32 その他の製造業 391906 情報記録物 3919061 情報記録物 39190615
情報記録物（その他の
受託加工品）

3919061501
情報記録物（その他の受
託加工品）

9594

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190991 漆器 3919099101 漆器製家具 7225

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190991 漆器 3919099102 漆器製台所・食卓用品 14312

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190991 漆器 3919099103 その他の漆器製品 6387

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190992 ほうき、ブラシ 3919099201 歯ブラシ 45104

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190992 ほうき、ブラシ 3919099202 その他のブラシ 40584

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190992 ほうき、ブラシ 3919099203 清掃用品 12638

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190993 その他の生活雑貨製品 3919099301 うちわ、扇子（骨を含む） 6341

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190993 その他の生活雑貨製品 3919099302 ちょうちん（骨を含む） 7549

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190993 その他の生活雑貨製品 3919099303
喫煙用具（貴金属・宝石
製を除く）

1675

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190993 その他の生活雑貨製品 3919099304
洋傘（パラソル、男女児
兼用傘を含む）

本 974331 1815 1768

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190993 その他の生活雑貨製品 3919099305 その他の傘、傘部分品 934

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190993 その他の生活雑貨製品 3919099306 マッチ（軸木、箱を含む） 1038

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190993 その他の生活雑貨製品 3919099307
魔法瓶、魔法瓶ケース
（ジャー、ジャーケースを

15947

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190993 その他の生活雑貨製品 3919099308
他に分類されない生活
雑貨製品

19448

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190994 煙火（がん具用を含む） 3919099401 煙火（がん具用を含む） 19917

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190995 看板、標識機 3919099501
看板、標識機、展示装置
（電気的、機械的でない
もの）

216863

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190995 看板、標識機 3919099502
看板、標識機、展示装置
（電気的、機械的なもの）

124682

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190996
モデル、模型、工業用模
型

3919099601 マネキン人形、人台 4995

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190996
モデル、模型、工業用模
型

3919099602 その他のモデル、模型 22042

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190996
モデル、模型、工業用模
型

3919099603
工業用模型（木型を含
む）

134969

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190997 眼鏡（枠を含む） 3919099701 眼鏡 4516

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190997 眼鏡（枠を含む） 3919099702 眼鏡枠 37541

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190997 眼鏡（枠を含む） 3919099703
眼鏡レンズ（コンタクトレ
ンズを含む）

51416

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190997 眼鏡（枠を含む） 3919099704 眼鏡の部分品 7303

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190998
他に分類されないその
他の製品

3919099801 パレット 89820

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190998
他に分類されないその
他の製品

3919099802
繊維壁材（化粧用吹付
材を含む）

15639

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190998
他に分類されないその
他の製品

3919099803 線香類 kg 5201005 5325 27695

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190998
他に分類されないその
他の製品

3919099804
人体安全保護具、救命
器具

484422

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190998
他に分類されないその
他の製品

3919099805 ユニット住宅 139912

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190998
他に分類されないその
他の製品

3919099806 ルームユニット 247298

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190998
他に分類されないその
他の製品

3919099807
他に分類されないその
他の製品

182396

32 その他の製造業 391909 その他の製造工業製品 3919099 その他の製造工業製品 39190999 半製品及び仕掛品 3919099901 半製品及び仕掛品 -1748



製造品及び賃加工品分類表 数量単位名が一となっている品目は、数量を記入する必要がありません。

中分類09 ー 食料品

製造品番り及び
Jf-JJn」:,/,凋サ 製造品名及び11/1.¥1.Z:.品名 数量 1製造品番り及び

単位名 f,f'/J/11:,L:$サ 製造品名及び飢加工品名 、数量
単位名

• 

*0911部分肉・冷凍肉
0911 11部分肉 、 冷凍肉（プロイラーを除く）

枝肉加工処理
0911 91郡分肉、冷凍肉（プロイラーを除く）（貨加工）

*0912肉加工品
0912 11 肉缶詰・瓶詰・つぼ詰
0912 12向製品

ハム 、 ソーセージ 、 ベーコン 、 焼豚等
0912 91 I匁加工品(tf.加工）

*0913処理牛乳・乳飲料
0913 11処理牛乳
0913 12乳飲料 、 乳酸菌飲料

乳酸菌飲料 、 コーヒー入り牛乳 、

フルーツ牛乳等r ------------------------―---―------

注：牛乳を主とした飲料はここに分類される。

: ！ 
！ ミルク入りコーヒー飲料は101113に分類される。 1 ' -------------------------------------- ----

0913 13練乳 、 粉乳、脱脂粉乳
クリ ームパウダー

0913 91知埋牛菰ダl飲料（貨加工）

*0914乳製品（処理牛乳・乳飲料を除く）
0914 11バター

ヽ·------------------------------ ---―-----· 
！祖マーガリンは098212に分類される。·---------------------------------------J

0914 12チーズ
0914 13 クリーム
0914 14アイスクリ ーム

アイスクリ ームミックス、 乳製冷菓等r---------------------------------―---
注：乳製品以外のアイスは097919に分類される。

に一--------------------—----------------J
0914 19その他の乳製品

脱脂乳 、 カゼイン 、 乳糖、発酵乳等
0914 91ダl製品（処理牛乳・乳飲料を除く）（紆加工）

*0919その他の畜産食料品
0919 11プロイラー加工品（解体品を含む）
0919 19他に分類されない畜産食料品

加工卵 、 乾燥卵 、 液卵 、 冷凍ブロイラー、
すき焼缶詰 、 やきとり缶詰 、 精製はちみつ、
やきとり用串生肉 、冷凍肉（内臓） 、

味付け生肉等
0919 91その他の治産玲料品（貨加工）

*0921水産缶詰・瓶詰
0921 11まぐろ缶詰
0921 12さば缶詰
0921 19その他の水産缶詰·瓶詰

かつお・さけ•ます・いわし•さんま・
にしん・うなぎ缶詰 、 かに缶詰、 貝類缶詰 、

海草•海藻缶詰、鯨肉缶詰、うに缶詰 、

いか缶詰 、 たこ缶詰 、 塩から瓶詰 、

つくだ煮瓶詰等
0921 91水産缶語・倣i計（針'/J/1.I)

t

*0922海藻加工
0922 11寒天 kg 
0922 12海藻加工品

こんぶ 、 のり 、 ひじき 、 ふのり 、 焼きのり 、

わかめ 、 あらめ 、 とろろこんぶ 、 酢こんぶ 、

味付のり、海泌類つぼ詰等---・··-------------- ------- ---- --- ---- --� 
胆：海藻加工缶詰・瓶詰は092119、 : 
I 海濠つくだ煮は092919に分類される。 1 
•---------- ---------------------------◄ 

t芭と立こうーことL�芭翌翌凸豆狂きミむ五-----------」
0922 91海殺加工(J,f/JJIT.) 

*0923水産練製品
0923 11魚肉ハム ・ ソーセージ（鯨肉製を含む）
0923 12その他の水産練製品

かまぽこ、ちくわ 、 はんぺん、
焼きちくわ 、 揚げかまぽこ等

0923 91水産練製；M貸加工）

*0924塩干・塩蔵品
0924 11塩干・塩蔵品

塩かずのこ 、塩たらこ ． 筋子 、いくら、
あじの開き干し 、 キャビア等

0924 91塩干・俎蔵品(it.加工）

*0925冷凍水産物
0925 11冷凍水産物

冷凍魚介等
0925 91冷凍水産物（貸加工）

*0926冷凍水産食品（主として水産物を原料として洗浄、
内臓の除去など前処理を施し、急速に凍結したもの。）-------------------------------------------7 I注：冷凍調理食品は099511に分類される。·-- ― ------- ― ― ----------- ---

0926 11冷凍水産食品
冷凍すり身 、 冷凍切身 、 冷凍開き、
冷凍鯨肉等

0926 91冷服水産食品（貨加1 .L)

*0929その他の水産食料品（つぽ詰を含む）
0929 11素干・煮干

みがきにしん 、 するめ 、 いりこ 、 乾燥かき等
0929 19他に分類されない水産食料品

水産つくだ煮、節 、 けずり節 、 生すり身、

水産漬物 、 塩から、 味付たこ 、 のりつくだ煮 、

くんせい 、 みりん干、さきいか 、 明太了、
水産珍味、魚介類つぼ詰 、 刺身、 切身 、

粕漬、酢だこ 、 鯨肉ベーコン等
0929 21水産食料品副産物

魚類の内臓・骨・皮等
0929 91その他ゆ水巌兌料品（紙力I/IL)
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