
1.　品目分類表

品　目　名 品　目　名 品　目　名 品　目　名
1　食料品 （化学製品　続き） 12　窯業・土石製品 （生産用機械器具　続き）

牛肉（枝肉） か性ソーダ 板ガラス ロボット
豚肉（枝肉） 液体塩素 安全ガラス・複層ガラス・鏡 製材・木材加工・合板機械
鶏肉 他に分類されないソーダ工業製品 ガラス繊維・同製品 パルプ装置・製紙機械
その他の肉（枝肉） 酸化チタン ガラス製加工素材 印刷・製本・紙工機械
と畜副産物（含肉鶏処理副産物） カーボンブラック 他に分類されないガラス製品 包装・荷造機械
肉加工品 他に分類されない無機顔料 セメント 鋳造装置
畜産びん・かん詰 圧縮ガス・液化ガス 生コンクリート プラスチック加工機械
飲用牛乳 塩 セメント製品 他に分類されない生産用機械器具及び同部分品等

乳製品 他に分類されない無機化学工業製品 建設用陶磁器 18　業務用機械器具
冷凍魚介類 エチレン 工業用陶磁器 複写機
塩･干・くん製品 プロピレン 日用陶磁器 他に分類されない事務用機械
水産びん・かん詰 他に分類されない石油化学基礎製品 耐火物 娯楽用機械
ねり製品 純ベンゼン 他に分類されない建設用土石製品 自動販売機
その他の水産食品 純トルエン 炭素・黒鉛製品 他に分類されないサービス用・娯楽用機器

精米 キシレン 研磨材 理化学機械器具
その他の精穀 他に分類されない石油化学系芳香族製品 他に分類されない窯業・土石製品 分析器・試験機・計量器・測定器
小麦粉 合成アルコール類 13　鉄鋼 医療用機械器具・医療用品
その他の製粉 二塩化エチレン 銑鉄 カメラ
めん類 アクリロニトリル フェロアロイ 他に分類されない光学機械
パン類 エチレングリコール 粗鋼（転炉） 武器
菓子類 酢酸ビニルモノマー 粗鋼（電気炉） 19　電子部品・デバイス・電子回路
農産びん・かん詰 酢酸 普通鋼形鋼 電子管
農産保存食料品（除びん・かん詰） 他に分類されない脂肪族中間物 普通鋼鋼板 半導体素子
精製糖 スチレンモノマー 普通鋼鋼帯 集積回路前工程
その他の砂糖・副産物 合成石炭酸 普通鋼小棒 集積回路後工程（一貫生産を含む）
でん粉 テレフタル酸（高純度） 他に分類されない普通鋼熱間圧延鋼材 液晶パネル
ぶどう糖・水あめ・異性化糖 カプロラクタム 特殊鋼熱間圧延鋼材 光ディスク・磁気ディスク、磁気テープ
植物油脂 他に分類されない環式中間物 熱間圧延鋼半製品 電子回路
加工油脂 合成ゴム 普通鋼鋼管 他に分類されない電子部品・デバイス・電子回路

植物原油かす メタン誘導品 特殊鋼鋼管 20　電気機械器具
動物油脂 油脂加工製品 普通鋼冷間仕上鋼材 発電機器
調味料 可塑剤 特殊鋼冷間仕上鋼材 電動機
冷凍調理食品 合成染料 めっき鋼材 変圧器・変成器
レトルト食品 他に分類されない有機化学工業製品 鍛鋼 電力開閉装置・配電盤・制御装置及び同部分品等

そう菜・すし・弁当 熱硬化性樹脂 鋳鋼 配線器具
その他の食料品 ポリエチレン（低密度） 鋳鉄管 内燃機関電装品
清酒 ポリエチレン（高密度） 鋳鉄品 他に分類されない産業用電気機器
ビール ポリスチレン 鍛工品（鉄） 民生用エアコンディショナ
ウィスキー類 ポリプロピレン 鉄鋼シャースリット 民生用電気機器（除エアコン）
その他の酒類 塩化ビニル樹脂 他に分類されない鉄鋼製品 電球類
茶･コーヒー 高機能性樹脂 14　非鉄金属 電気照明器具
清涼飲料 他に分類されない合成樹脂 銅 電池
製氷 レーヨン・アセテート 鉛・亜鉛（含再生） 電子応用装置
飼料 合成繊維 アルミニウム（含再生） 電気計測器
有機質肥料（除別掲） 医薬品 他に分類されない非鉄金属地金 他に分類されない電気機械器具
たばこ 石けん・合成洗剤 電線・ケーブル 21　情報通信機械器具

2　繊維 界面活性剤 光ファイバーケーブル 有線通信機器
紡績糸 化粧品・歯磨 伸銅品 携帯電話機
綿・スフ織物（含合繊短繊維織物） 塗料 アルミ圧延製品 無線通信機器（除携帯電話機）
綿・人絹織物（含合繊長繊維織物） 印刷インキ 非鉄金属素形材 ラジオ・テレビ受信機
毛織物・麻織物・他に分類されない織物 写真感光材料 核燃料 他に分類されない電気通信機器
ニット生地 農薬 他に分類されない非鉄金属製品 ビデオ機器
染色整理 ゼラチン・接着剤 15　金属製品 電気音響機器
綱・網 触媒 建設用金属製品 電子計算機本体（除パソコン）
繊維製衛生材料 他に分類されない化学最終製品 建築用金属製品 パーソナルコンピュータ
他に分類されない繊維工業製品 8　石油製品・石炭製品 ガス・石油機器及び暖房・調理装置 電子計算機付属装置
織物製衣服 ガソリン ボルト・ナット・リベット及びスプリング 22　輸送機器
ニット製衣服 ジェット燃料油 金属製容器及び製缶板金製品 乗用車
他に分類されない衣服・身の回り品 灯油 配管工事付属品 トラック･バス・他に分類されない自動車
寝具 軽油 粉末や金製品 二輪自動車
じゅうたん・床敷物 A重油 刃物及び道具類 トラック･特殊用途車車体
他に分類されない繊維既製品 B重油・C重油 金属プレス製品 自動車用内燃機関・同部分品

3　木材・木製品 ナフサ 金属線製品 自動車部品
製材 液化石油ガス 他に分類されない金属製品 鋼船
合板 他に分類されない石油製品 16　はん用機械器具 他に分類されない船舶
木材チップ コークス ボイラ 船用内燃機関
建設用木製品 他に分類されない石炭製品 タービン 鉄道車両
他に分類されない木製品 舗装材料 原動機 航空機

4　家具・装備品 9　プラスチック製品 ポンプ及び圧縮機 産業用運搬車両
木製家具・装備品 プラスチックフィルム・シート 運搬機械 自転車
木製建具 プラスチック板・管・棒 冷凍機・温湿調整装置 他に分類されない輸送機械
金属製家具･装備品 プラスチック発泡製品 ベアリング 23　その他の製造品

5　パルプ・紙・紙加工品 工業用プラスチック製品 他に分類されない一般産業用機械及び装置 身辺細貨品
パルプ 強化プラスチック製品 他に分類されないはん用機械及び装置 時計
洋紙･和紙 プラスチック製容器 17　生産用機械器具 楽器
板紙 プラスチック製日用雑貨・食卓用品 農業用機械 がん具
段ボール 再生プラスチック成形材料 建設・鉱山機械 運動用品
塗工紙・建設用加工紙 他に分類されないプラスチック製品 繊維機械 筆記具・文具
段ボール箱 10　ゴム製品 食品機械・同装置 畳・わら加工品
他に分類されない紙製容器 タイヤ･チューブ 化学機械 情報記録物
紙製衛生材料･用品 ゴム製履物 金属加工機械 他に分類されない製造工業製品
他に分類されないパルプ・紙・紙加工品 プラスチック製履物 金属工作機械

6　印刷・同関連業 他に分類されないゴム製品 機械工具
印刷・製版・製本 11　なめし革・同製品・毛皮製品 半導体製造装置（FPDを除く）

7　化学製品 革製履物 フラットパネル・ディスプレイ製造装置
化学肥料 製革・毛皮 金型
ソーダ灰 かばん・袋物・他に分類されない革製品 真空装置・真空機器



2.　業種分類表

販売先業種名 販売先業種名 販売先業種名 販売先業種名
1　農林水産業 （製造業　続き） （製造業　続き） 8　情報通信業

耕種農業 化学最終製品（除医薬品） その他の電子部品 通信
畜産 石油製品 乗用車 放送
農業サービス 石炭製品 その他の自動車 情報サービス
林業 プラスチック製品 自動車部品・同付属品 インターネット附随サービス
漁業 ゴム製品 船舶・同修理 映像・文字情報制作

2　鉱業 なめし革・毛皮・同製品 その他の輸送機械・同修理 9　公務・教育研究業
金属鉱物 ガラス・ガラス製品 精密機械 公務
非金属鉱物 セメント・セメント製品 その他の製造工業製品 教育
石炭・原油・天然ガス 陶磁器 4　建設業 研究

3　製造業 その他の窯業・土石製品 建築 10　サービス業
食料品 銑鉄・粗鋼 建設補修 医療・保健
飲料 鋼材 公共事業 社会保障
飼料・有機質肥料（除別掲） 鋳鍛造品 5　電力・ガス・水道業 介護
飼料・有機質肥料（除別掲） その他の鉄鋼製品 電力 その他の公共サービス
たばこ 非鉄金属精錬・精製 ガス・熱供給 広告
繊維工業製品 非鉄金属加工製品 水道 物品賃貸サービス
衣服・その他の繊維既製品 建設・建築用金属製品 廃棄物処理 自動車・機械修理
製材・木製品 その他の金属製品 6　商業・金融・保険・不動産 その他の対事業所サービス
家具・装備品 一般産業機械 金融・保険 娯楽サービス
パルプ・紙・板紙・加工紙 特殊産業機械 不動産仲介及び賃貸 飲食店
紙加工品 その他の一般機械器具及び部品 住宅賃貸料 宿泊業
印刷・製版・製本 事務用・サービス用機器 7　運輸業 洗濯・理容・美容・浴場業
化学肥料 産業用電気機器 鉄道輸送 その他の対個人サービス
無機化学工業製品 電子応用装置・電気計測器 道路輸送（除自家輸送） 11　その他
石油化学基礎製品 その他の電気機器 水運 家計へ
有機化学工業製品（除石油化学基礎製品） 民生用電気機器 航空輸送
合成樹脂 通信機械・同関連機器 貨物利用運送
化学繊維 電子計算機・同付属装置 倉庫
医薬品 半導体素子・集積回路 運輸付帯サービス


