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５．製品コード表 
 
（１）舶用工業製品の分類 

大  分  類 中  分  類 小   分   類 

舶用タービン                 
蒸気タービン                   （出力による９分類）（主機・補機の分類） 

ガスタービン                   （    〃    ）（    〃    ） 

舶用内燃機関                 

火花点火機関                   （出力による７分類） 

小型ディーゼル機関 （出力による９分類）（主機・補機の分類） 

中型ディーゼル機関 （    〃    ）（    〃    ） 

大型ディーゼル機関 （出力による７分類） 

船 外 機                   （出力による９分類） 

舶用ボイラ                 
蒸気ボイラ                   主ボイラ・補助ボイラ 

その他のボイラ                   排ガスエコノマイザ、温水ボイラ、その他のボイラ 

舶用補助機械                 

ポ ン プ                   うず巻、ギア、ねじ、軸流、往復、その他 

空気機械等                   空気圧縮機、送風機、冷凍機、エアコン、その他 

油処理装置                   油清浄機、油こし器、粘度調整装置、その他 

熱 交 換 器                   造水装置、復水器、加熱器、冷却器、その他 

電 気 機 器                   発電機、電動機、配電盤、起動器 

操 だ 装 置                   油圧式・電動式・その他の操だ機、操だスタンド 

操 船 装 置                   サイドスラスタ、スタビライザ 

油 圧 機 器                   油圧モーター、油圧ポンプ、油圧シリンダ 

係船・荷役機械                 

係 船 機 械                   ムアリングウインチ、ウインドラス 

荷 役 機 械                   ウインチ、クレーン、天井クレーン、エレベータ 

漁ろう用機械                    

そ の 他                   ハッチカバー、ボートダビット、デリック装置、その他 

軸系及びプロペラ 

プロペラ軸系                   軸、軸受、船尾管、軸継手、弾性継手 

プ ロ ペ ラ                   一体型、組立型、可変ピッチ、翼車 

減速装置等                   減速装置、逆転装置、減速逆転装置、クラッチ、スタンドライブ、そ

の他 

航海用機器                 

電 波 計 器                   ロラン、オメガ、デッカ、衛星航法装置、方位測定機、レーダ、衝突

予防装置、その他 

航 海 計 器                   コンパス、音響測深機、魚群探知機、ログ、六分儀、気象測器、その

他 
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航海用機器                 

無線通信・船内通信装

置 

電信用･電話用･救命艇用･テレタイプ･模写電送送受信装置、遭難信号

自動発信装置、船内通信装置、海事衛星通信装置 

船灯・信号器具                   船灯、音響信号器具、その他の信号器具 

錨 ・ 錨 鎖                   有かん・無かん錨、鍛接・電気溶接・鋳鋼錨鎖 

自動化機器                   コンピュータ、オートパイロット、制御装置、自動記録（表示）装置 

ぎ 装 品                 

弁・管継手                   鋳鉄･鋳鍛鋼･ステンレス鋼･青銅製一般弁、制御弁、安全弁、管継手、

こし器、その他 

げん窓・扉                   旋回・丸・角窓、扉 

電 気 器 具                   整流器、変圧器、照明器具、投光器・探照灯、区分電箱、舶用電線、

その他 

救 命 機 器                   救命艇、救命いかだ、救命胴衣、その他 

消 防 機 器                   消火装置・器具、火災警報装置、イナートガスシステム、可燃性ガス

検知器、その他 

計 器 類                   温度・回転・圧力・流量・液面・電力・馬力・濃度計、その他の計器 

公害防止機器                   油水分離器、タンク洗浄装置、汚水処理装置、焼却炉、オイルフェン

ス、その他 

塗 料                   さび止め・防汚・その他の塗料 

そ の 他                   居住・厨房設備、船体部ぎ装品、機関部ぎ装品、その他 

部分品・附属品                 

ディーゼル機関の部

分品 

クランク軸、ピストン、シリンダライナ、シリンダカバー、連接棒、

架構、その他 

   〃   附属品 燃料噴射装置、過給機、調速機、空気槽、その他 

その他の部分品・附属

品 

（中分類に対応して区分） 

そ の 他                 
海上コンテナ                   一般貨物・タンク・冷凍・その他のコンテナ 

海洋開発機器                   ジャッキアップ装置、掘削用機器、その他 
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（２）製品コード表 
 
大分類 中分類 小分類 細分類 コード 包含する製品等 報告事項 

舶
用
タ
ー
ビ
ン 

蒸気タービン 300PS 未満 主機 １１１１  数・出・価 

 

 

注） 

数･･･数量 

 出･･･出力 

 容･･･容量 

 重･･･重量 

 価･･･価格 

を意味する 

補機 １１１２ 

300PS 以上 

 1,000PS 未満 

主機 １１２１ 

補機 １１２２ 

1,000PS 以上 

3,000PS 未満 

主機 １１３１ 

補機 １１３２ 

3,000PS 以上 

5,000PS 未満 

主機 １１４１ 

補機 １１４２ 

5,000PS 以上 

10,000PS 未満 
－ １１５０ 

10,000PS 以上 

20,000PS 未満 
－ １１６０ 

20,000PS 以上 

30,000PS 未満 
－ １１７０ 

30,000PS 以上 

40,000PS 未満 
－ １１８０ 

40,000PS 以上 － １１９０ 

蒸気タービンの

部分品・附属品 －  ０１１０ 

蒸気タービンの部分品・附属品として出荷さ

れるものに限る。 

例）操縦弁、タービン翼など。 

重・価 

ガスタービン 300PS 未満 主機 １２１１  数・重・価 

補機 １２１２ 

300PS 以上 

 1,000PS 未満 

主機 １２２１ 

補機 １２２２ 

1,000PS 以上 

3,000PS 未満 

主機 １２３１ 

補機 １２３２ 

3,000PS 以上 

5,000PS 未満 

主機 １２４１ 

補機 １２４２ 

5,000PS 以上 

10,000PS 未満 
－ １２５０ 

10,000PS 以上 

20,000PS 未満 
－ １２６０ 

20,000PS 以上 

30,000PS 未満 
－ １２７０ 

30,000PS 以上 

40,000PS 未満 
－ １２８０ 

40,000PS 以上 － １２９０ 

ガスタービンの

部分品・附属品 － － ０１２０ 

ガスタービンの部分品・附属品として出荷さ

れるものに限る。 

例）燃料ノズル、タービン翼など。 

重・価 

舶
用
内
燃
機
関 

火花点火機関 30PS 未満 

－ ２１１０ 

船外機を除く火花点火機関 

（船外機は２５１０～２５９０へ） 

数・出・価 
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舶
用
内
燃
機
関 

火花点火機関 30PS 以上 

75PS 未満 
－ ２１２０ 

 数・出・価 

75PS 以上 

100PS 未満 
－ ２１３０ 

100PS 以上 

150PS 未満 
－ ２１４０ 

150PS 以上 

200PS 未満 
－ ２１５０ 

200PS 以上 

300PS 未満 
－ ２１６０ 

300PS 以上 － ２１７０ 

火花点火機関の

部分品・附属品 
－ － ０２１０ 

火花点火機関の部分品・附属品として出荷さ

れるものに限る。 

重・価 

小型ディーゼル

機関 

(1,000PS 未満) 

30PS 未満 主機 ２２１１  数・出・価 

補機 ２２１２ 

30PS 以上 

75PS 未満 

主機 ２２２１ 

補機 ２２２２ 

75PS 以上 

100PS 未満 

主機 ２２３１ 

補機 ２２３２ 

100PS 以上 

150PS 未満 

主機 ２２４１ 

補機 ２２４２ 

150PS 以上 

200PS 未満 

主機 ２２５１ 

補機 ２２５２ 

200PS 以上 

300PS 未満 

主機 ２２６１ 

補機 ２２６２ 

300PS 以上 

500PS 未満 

主機 ２２７１ 

補機 ２２７２ 

500PS 以上 

700PS 未満 

主機 ２２８１ 

補機 ２２８２ 

700PS 以上 

1,000PS 未満 

主機 ２２９１ 

補機 ２２９２ 

中型ディーゼル

機関 

(1,000PS 以上 

10,000PS 未満) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000PS 以上 

2,000PS 未満 

主機 ２３１１  数・出・価 

補機 ２３１２ 

2,000PS 以上 

3,000PS 未満 

主機 ２３２１ 

補機 ２３２２ 

3,000PS 以上 

4,000PS 未満 

主機 ２３３１ 

補機 ２３３２ 

4,000PS 以上 

5,000PS 未満 

主機 ２３４１ 

補機 ２３４２ 

5,000PS 以上 

6,000PS 未満 
－ ２３５０ 

6,000PS 以上 

7,000PS 未満 
－ ２３６０ 

7,000PS 以上 

8,000PS 未満 － ２３７０ 
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舶
用
内
燃
機
関 

中型ディーゼル

機関 

(1,000PS 以上 

10,000PS 未満) 

8,000PS 以上 

9,000PS 未満 
－ ２３８０ 

 数・出・価 

9,000PS 以上 

10,000PS 未満 
－ ２３９０ 

大型ディーゼル

機関 

(10,000PS 以上) 

10,000PS 以上 

15,000PS 未満 
－ ２４１０ 

 数・出・価 

15,000PS 以上 

20,000PS 未満 
－ ２４２０ 

20,000PS 以上 

25,000PS 未満 
－ ２４３０ 

25,000PS 以上 

30,000PS 未満 
－ ２４４０ 

30,000PS 以上 

35,000PS 未満 
－ ２４５０ 

35,000PS 以上 

40,000PS 未満 
－ ２４６０ 

40,000PS 以上 － ２４７０ 

ディーゼル機関

の部分品 

クランク軸 － ０２３１  数・重・価 

ピストン － ０２３２ 

シリンダライナ － ０２３３ 

シリンダカバー － ０２３４ 

連接棒 － ０２３５ 

架構 － ０２３６ 

その他 

－ ０２３９ 

小分類に掲げる製品以外であって、ディーゼ

ル機関の部分品として出荷されるものに限

る。（過給機・調速機の部分品を含む。） 

例）ピストンリング、ピストンピン、シリン

ダブロック、吸排気弁、軸受、軸受メタル、

カム、はずみ車、ベッドなど。 

重・価 

ディーゼル機関

の附属品 

燃料噴射装置 － ０２４１ 燃料ポンプ、噴射ノズル、燃料弁に限る。 数・重・価 

過給機 － ０２４２  

調速機 － ０２４３  

空気槽 － ０２４４ 主空気だめ、補助空気だめなど。 

その他 

－ ０２４９ 

小分類に掲げる製品以外であって、ディーゼ

ル機関の附属品として出荷されるものに限

る。 

例） 機関電装品、注油器、消音器など。 

重・価 

船外機 5PS 未満 － ２５１０  数・出・価 

5PS 以上 

10PS 未満 
－ ２５２０ 

10PS 以上 

20PS 未満 
－ ２５３０ 

20PS 以上 

30PS 未満 
－ ２５４０ 

30PS 以上 

50PS 未満 
－ ２５５０ 
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舶
用
内
燃
機
関 

船外機 50PS 以上 

75PS 未満 
－ ２５６０ 

 数・出・価 

75PS 以上 

100PS 未満 
－ ２５７０ 

100PS 以上 

150PS 未満 
－ ２５８０ 

150PS 以上 － ２５９０ 

船 外 機 の 部 分

品・附属品 
－ － ０２５０ 

船外機の部分品・附属品として出荷されるも

のに限る。 

（船外機用プロペラを除く。船外機用プロペラ→一

体型プロペラ（船外機用）６２１０へ） 

重・価 

舶
用
ボ
イ
ラ 

蒸気ボイラ 主ボイラ ３１１０  数・重・価 

補助ボイラ ３１２０ 

その他のボイラ 排ガスエコノマイザ ３９１０ 排熱ボイラ 数・重・価 

温水ボイラ ３９２０  

その他 ３９９０ 

蒸気ボイラ、排ガスエコノマイザ、温水ボイ

ラ以外の舶用ボイラ 

例）熱媒体ボイラ 

ボ イ ラ の 部 分

品・附属品 

 ０３９０ 

舶用ボイラの部分品・附属品として出荷され

るものに限る。 

例）蒸気発生器、蒸気加熱器、再燃器、空気

予熱器、気水分離器、バーナー、ドラム、デ

ィオイラなど。 

重・価 

舶
用
補
助
機
械 

ポンプ うずまきポンプ ４１１０ ポンプは用途によらず、型式に応じて分類す

る。ただし、油圧ポンプ及び燃料噴射ポンプ

を除く。 

・油圧ポンプ→油圧機器（４４２０）へ 

・燃料噴射ポンプ→ディーゼル機関の附属品（０２

４１）へ 

数・重・価 

ギアポンプ ４１２０ 

ねじポンプ ４１３０ 

軸流ポンプ ４１４０ 

往復ポンプ ４１５０ 

その他のポンプ ４１９０ 
ウォータージェットポンプ（斜流ポンプ）、エ

ダクター 

ポ ン プ の 部 分

品・附属品  ０４１０ 

ポンプの部分品・附属品として出荷されるも

のに限る。 

例）インペラ、ケーシング、軸など。 

重・価 

空気機械等 空気圧縮機 ４２１０ コンプレッサー 数・重・価 

送風機 ４２２０ 通風機、排出機を含む。 

冷凍機 ４２３０  

エア・コンディショナー ４２４０ 空気調和装置（除湿装置、クーラーを含む。） 

その他 ４２９０ 小分類に掲げるもの以外の空気機械 

空気機械等の部

分品・附属品  ０４２０ 

空気機械等の部分品・附属品として出荷され

るものに限る。 

例）空気圧縮機ピストン、送風機翼など。 

重・価 

油処理装置 油清浄機 ４３１０ 燃料・潤滑油の清浄機に限る。 数・重・価 

油こし器 ４３２０ 燃料油・潤滑油のこし器に限る。 

粘度調整装置 ４３３０ 燃料の粘度調整装置（ブレンダーを含む。） 

その他 ４３９０ 小分類に掲げるもの以外の油処理装置 
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舶
用
補
助
機
械 

油処理装置の部

分品・附属品  ０４３０ 

油処理装置の部分品・附属品として出荷され

るものに限る。 

例）油処理剤など。 

重・価 

油圧機器 油圧モーター ４４１０ 油圧モーター、油圧ポンプ、油圧シリンダに

限る。 

数・重・価 

油圧ポンプ ４４２０ 

油圧シリンダ ４４３０ 

油圧機器の部分

品・附属品 
 ０４４０ 

油圧モーター、油圧ポンプ、油圧シリンダの

部分品・附属品として出荷されるものに限る。 

重・価 

熱交換器 造水装置 ４５１０  数・重・価 

主復水器 ４５２０ 主コンデンサ 

補助復水器 ４５３０ 補助コンデンサ 

油加熱器 ４５４０  

給水加熱器 ４５５０ 清水加熱器 

油冷却器 ４５６０  

清水冷却器 ４５７０  

空気冷却器 ４５８０  

その他の熱交換器 ４５９０ 
小分類に掲げるもの以外の加熱器、冷却器に

限る。 

熱交換器の部分

品・附属品  ０４５０ 

熱交換器の小分類に掲げる製品の部分品・附

属品として出荷されるものに限る。 

例）水室鏡板、チューブなど。 

重・価 

電気機器 直流発電機 ４６１０ 
原動機（ディーゼル機関）を除く。 

数・容・価 

交流発電機 ４６２０ 

直流電動機 ４６３０  数・出・価 

交流電動機 ４６４０ 

配電盤 ４６５０  数・重・価 

起動器 ４６６０ 制御器 

電気機器の部分

品・附属品 
 ０４６０ 

電気機器の小分類に掲げる製品の部分品・附

属品として出荷されるものに限る。 

重・価 

操舵装置 電動油圧式操舵機 ４７１０  数・重・価 

手動油圧式操舵機 ４７２０  

機動油圧式操舵機 ４７３０ 電動以外の動力油圧式操舵機 

その他の操舵機 ４７４０ 油圧式以外の操舵機 

操舵スタンド ４７５０ 操だスタンドのみの場合に限る。 

操舵装置の部分

品・附属品  ０４７０ 

操舵装置の小分類に掲げる製品の部分品・附

属品として出荷されるものに限る。 

例）ラットハンドルなど。 

重・価 

操船装置 サイドスラスタ ４８１０  数・重・価 

スタビサイザ ４８２０ 
アンチローリング装置その他の船体動揺防止

のための装置を含む。 

操船装置の部分

品・附属品 

 ０４８０ 

サイドスラスタ、スタビライザの部分品・附

属品として出荷されるものに限る。 

 

 

 

 

重・価 
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係
船
・
荷
役
機
械
（
甲
板
機
械
） 

係船機械 ムアリングウインチ ５１１０ キャプスタンを含む。 数・重・価 

ウインドラス ５１２０ 
ウインチ兼ウインドラス、アンカーキャプス

タン、アンカーウインチを含む。 

荷役機械 ウインチ ５２１０  数・重・価 

門型クレーン ５２２０  

ジブクレーン ５２３０  

デッキクレーン ５２４０  

天井クレーン ５２５０  

エレベータ ５２６０ 昇降機、エスカレータなど。 

漁ろう用機械 
漁ろう用機械 ５３１０ 

トロールウインチ、ネットホーラ、ラインホ

ーラなど。 

数・重・価 

その他 ハッチカバー ５９１０ ハッチ開閉装置を含む。 数・重・価 

ボートダビット ５９２０  

デリック装置 ５９３０  

その他 ５９９０ 
小分類に掲げるもの以外の係船・荷役機械 

例）索具装置など。 

係船・荷役機械

の部分品・附属

品 

 ０５９０ 

係船・荷役機械の小分類に掲げる製品の部分

品・附属品として出荷されるものに限る。 

例） デリックポスト、デリックブーム、ブ

ラケット、制鎖機、鎖車、ホーサドラム、   

リギンスクリュー、シャックル、スリング、

荷役滑車、ダビット、ワイヤロープ、ロープ

類など。 

重・価 

軸
系
及
び
プ
ロ
ペ
ラ 

プロペラ軸系 軸 ６１１０ プロペラ軸、中間軸、スラスト軸に限る。 数・重・価 

軸受 ６１２０ 船尾管軸受を除く。 

船尾管 ６１３０ 船尾管軸受を含む。 

軸継手 ６１４０  

弾性継手 ６１５０ 流体継手、カップリングを含む。 

プロペラ軸系の

部分品・附属品 

 ０６１０ 

プロペラ軸系の小分類に掲げる製品の部分

品・附属品として出荷されるものに限る。 

例）プロペラ軸ゴム巻､リグナムバイタ､軸ス

リーブ､船尾管ブッシュ､軸封装置､パッキン

箱､ロープガード､シーリングなど。 

重・価 

プロペラ 一体型プロペラ(船外機用) ６２１０ 船外機用に限る。 数・重・価 

一体型プロペラ(船外機用を

除く) 
６２２０ 

船外機用を除く。 

組立型プロペラ ６２３０  

可変ピッチプロペラ ６２４０  

翼車プロペラ ６２５０ シュナイダープロペラ 

プロペラの部分

品・附属品 
 ０６２０ 

プロペラの部分品・附属品として出荷される

ものに限る。 

例）プロペラ羽根、プロペラボス、プロペラ

ナット、プロペラキャップなど。 

重・価 

減速装置等 減速装置 ６３１０  数・重・価 

逆転装置 ６３２０  

減速逆転装置 ６３３０  

クラッチ ６３４０  



39 

軸
系
及
び
プ
ロ
ペ
ラ 

減速装置等 スタンドライブ(船外機用) ６３５０ 船内外機用に限る。 数・重・価 

その他 ６３９０ 

小分類に掲げるもの以外の動力の調整のため

の装置 

例）増速装置、縦軸推進装置(レックス､プロ

ペラ､ダンクプロペラ､Ｚプロペラ)など。 

減速装置等の部

分品・附属品 
 ０６３０ 

減速装置等の小分類に掲げる製品の部分品・

附属品として出荷されるものに限る。 

重・価 

航
海
用
機
器 

電波計器 ロラン受信機 ７１１０  数・価 

オメガ受信機 ７１２０  

デッカ受信機 ７１３０  

衛星航法装置 ７１４０  

方位測定機 ７１５０ 方向探知器を含む。 

レーダ ７１６０  

衝突予防装置 ７１７０ レーダを除く。 

その他 ７１９０ 
小分類に掲げるもの以外の電波計器  例）

プロッタ、船舶自動識別装置（AIS）など。 

電波計器の部分

品・附属品  ０７１０ 

電波計器の部分品・附属品として出荷される

ものに限る。 

例）レーダブイ、レーダ反射鏡など。 

重・価 

航海計器 ジャィロコンパス ７２１０  数・価 

磁気コンパス ７２２０  

音響測深機 ７２３０ 音響以外の測深機は７２９０へ 

魚群探知機 ７２４０  

ログ ７２５０ 測程機（儀） 

六分儀 ７２６０  

気象測器 ７２７０ 気象・海象観測用計器類 

その他 ７２９０ 
測鉛、クリノメータ、クロノメータ、方位鏡、

方位環、プロッターなど。 

航海計器の部分

品・附属品  ０７２０ 

航海計器の部分品・附属品として出荷される

ものに限る。 

例） 海図など。 

重・価 

無線通信・船内

通信装置 

電信用送受信装置 ７３１０  数・価 

電話用送受信装置 ７３２０  

救命艇用通信装置 ７３３０  

遭難信号自動発信装置 ７３４０ オートアラームを含む。 

テレタイプ送受信装置 ７３５０ テレファックス 

模写電送送受信装置 ７３６０ ファクシミリ（ファックス） 

船内通信装置 ７３７０ 
電話機、指令装置、エンジンテレグラフ、ラ

ダーアングルインジケータなど。 

海事衛星通信装置 ７３８０ 海事衛星通信装置の関連機器を含む。 

無線通信・船内

通信装置の部分

品・附属品  ０７３０ 

無線通信・船内通信装置の小分類に掲げる製

品の部分品・附属品として出荷されるものに

限る。 

例）空中線共用装置、ラジオブイ、アンテナ

など。 

重・価 

船灯・信号器具 
船灯 ７４１０ 

航海灯、マスト灯、げん灯、両色灯、船尾灯、

三色灯、曳き船灯、全周灯、停泊灯など 

数・価 
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航
海
用
機
器 

船灯・信号器具 
音響信号器具 ７４２０ 

汽笛、フォグホーン、サイレン、エアーホー

ン、銅ら、号鐘など。 

数・価 

その他の信号器具 ７４３０ 

音響以外の信号器具 

例）信号灯、信号標識、信号旗、形象物、火

せん、発煙信号、発火信号など。 

船灯・信号器具

の部分品・附属

品 
 ０７４０ 

船灯・信号器具の部分品・附属品として出荷

されるものに限る。 

例）船灯用ガラス､船灯･信号灯用電球､モール

ス信号灯キー､フッキングマスターなど｡ 

重・価 

錨・錨鎖 有かん錨 ７５１０  数・重・価 

無かん錨 ７５２０  

鍛接錨鎖 ７５３０  重・価 

電気溶接錨鎖 ７５４０  

鋳鋼錨鎖 ７５５０  

錨・錨鎖の部分

品・附属品 
 ０７５０ 

錨・錨鎖の部分品・附属品として出荷される

ものに限る。 

例）スタッド、シャックル、アンカーリング

など。 

重・価 

自動化機器 舶用コンピュータ ７６１０  数・価 

オートパイロット ７６２０  

機関部機器制御装置 ７６３０ 
主機・補機・電動機用制御装置に限る。 

例）エンジンリモコンなど。 

荷役用機器制御装置 ７６４０ 
荷役用機器の制御装置 

例）荷役遠隔制御装置、テレモーターなど。 

その他の制御装置 ７６５０ 

機関部及び荷役用機器以外の各種制御装置 

例）冷凍庫温度調整装置、タンク内交通装置

など。 

自動記録（表示）装置 ７６６０ 
コースレコーダー、コースプロッタ、データ

ロガ、テレグラフロガ、モニターなど。 

自動化機器の部

分品・附属品 
 ０７６０ 

自動化機器の部分品・附属品として出荷され

るものに限る。 

重・価 

ぎ
装
品 

弁・管継手 鋳鉄製一般弁 ８１１０ 制御弁、安全弁等の特殊弁は８１５０、８１６０又

は８１９０へ 

重・価 

鋳鍛鋼製一般弁 ８１２０ 

ステンレス鋼製一般弁 ８１３０ 

青銅製一般弁 ８１４０ 

制御弁 ８１５０ 管制弁、自動開閉弁など。 

安全弁 ８１６０ ブリーザー弁を含む。 

管継手 ８１７０ 
管フランジ、ユニオン、レジューサ、ベンド、

エルボ、パイプピースなど。 

こし器 ８１８０ 
フィルター、セパレーター、ストレーナ、マ

ッドボックス、ローズボックスなど。 

その他 ８１９０ 小分類に掲げるもの以外の弁に限る。 

弁・管継手の部

分品・附属品  ０８１０ 

弁、管継手、こし器の部分品・附属品として

出荷されるものに限る。 

例）弁体、弁座、弁腕など。 

重・価 

げん窓・扉 旋回窓 ８２１０  数・重・価 

丸窓 ８２２０  
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ぎ
装
品 

げん窓・扉 角窓 ８２３０  数・重・価 

扉 ８２４０  

げん窓・扉の部

分品・附属品  ０８２０ 

窓・扉の部分品・附属品として出荷されるも

のに限る。 

例）窓枠、窓ガラスなど。 

重・価 

電気器具（電気

機器の部分品・

附属品を除く） 

整流器 ８３１０  数・重・価 

変圧器 ８３２０  

照明器具 ８３３０ 各種灯具、ランプ類 数・価 

投光器・探照灯 ８３４０  

区分電箱 ８３５０ 
区分電箱、分電箱（盤）、陸電箱、受電箱、接

続箱など。 

数・重・価 

舶用電線 ８３６０  重・価 

その他 ８３９０ 

小分類に掲げるもの以外の電気器具（部分

品・附属品を含む。） 

例）スイッチ、ヒューズ、プラグ、アウトレ

ット等の配線器具、電線貫通金物、光度加減

装置、ウインドワイパー、警報機、電磁接触

器など。 

救命機器 救命艇 ８４１０  数・重・価 

救命いかだ ８４２０  数・価 

救命胴衣 ８４３０  

その他の救命機器 ８４９０ 
救命浮環、救命索、救命索発射器（体）、救命

用酸素ボンベ、呼吸器、ブイなど。 

救命機器の部分

品・附属品 
 ０８４０ 

救命機器の部分品・附属品として出荷される

ものに限る。 

重・価 

消防機器 
消火装置 ８５１０ 

スプリンクラー装置、ＣＯ２消火装置、固定式

泡消火装置など。 

数・価 

消火器具 ８５２０ 消火器 

火災警報装置 ８５３０ 火災警報器、火災検出器、火災報知器など。 

イナートガスシステム ８５４０  

可燃性ガス検知器 ８５５０  

その他 ８５９０ 
小分類に掲げるもの以外の消火、防火用機器

（具）  例）耐熱防火服など。 

消防機器の部分

品・附属品 
 ０８５０ 

消防機器の部分品・附属品として出荷される

ものに限る。 

例）消火薬剤、消火ノズル、イナートガスフ

ァン、CO２ボンベ、泡消火剤タンクなど 

重・価 

計器類 温度計 ８６１０ 気象測器を除く。（気象測器は７２７０へ） 数・価 

回転計 ８６２０ 回転速度計、積算回転計を含む。 

圧力計 ８６３０ 
差圧計、真空計、速成圧力計を含む。（気象測

器を除く。） 

流量計 ８６４０  

液面計 ８６５０ 水面計を含む。 

電力計 ８６６０  

馬力計 ８６７０  

濃度計 ８６８０ 油分濃度計、検塩計、水質計を含む。 
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ぎ
装
品 

計器類 

その他 ８６９０ 

スモークインジケータ、各種指示計、振動計、

積算計、ディテクター、インジケータ、レベ

ルマスター、レベルエース、レベルスイッチ、

測温抵抗体、ゲージ、粘度計、 

ＣＯ２メーター、pH メーター、各種調節器、ガ

ス分析器など。 

数・価 

計 器 類 の 部 分

品・附属品 
 ０８６０ 

計器類の部分品・附属品として出荷されるも

のに限る。 

重・価 

公害防止機器 
油水分離器 ８７１０ 

公害防止用に限る。 

例）ビルジセパレータなど。 

数・重・価 

タンク洗浄装置 ８７２０  

汚水処理装置 ８７３０  

焼却炉 ８７４０  

オイルフェンス ８７５０  重・価 

その他 ８７９０ 小分類に掲げるもの以外の公害防止機器 

公害防止機器の

部分品・附属品  ０８７０ 

公害防止機器の部分品・附属品として出荷さ

れるものに限る。 

例）油処理剤など。 

重・価 

塗料 船底さび止め塗料 ８８１０  重・価 

その他のさび止め塗料 ８８２０ 
船底以外のさび止め塗料（ショッププライマ

ーを含む。） 

船底防汚塗料 ８８３０  

その他の塗料 ８８９０ さび止め、防汚塗料以外の塗料 

その他 居住設備 ８９１０ 家具、椅子、ロッカーなど。 重・価 

厨房設備 ８９２０ 
クッキングレンジ､ライスボイラ､ウォータボ

イラ､ディスポーザー､その他調理器具 

船体部附属設備 

（機関部以外のぎ装品） 
８９３０ 

各種はしご、係船金物、通風筒、船尾骨材、

タンク、オーニング、各種ローラー類、舵ム

アリングパイプ、チェーンパイプ、フェアリ

ーダ、ボラード、ビット、係留ブイ、ブイシ

ャッフル、ブイフック、ブラケット、アンカ

ーブイ、ワイヤリール、チェーンストッパー、

マスト、マンホール、通風ダクト・ダンパ、

マカップス、溶接棒、船体防食装置など。（船

体ブロックは含まない。） 

機関部附属設備 ８９４０ 
機関室置タンク類、化粧煙筒、煙路、格子、

ファンネルなど。 

その他 ８９９０ 
本コード表で分類不能のもの。  例） 核

燃料輸送装置など。 

そ
の
他 

海上コンテナ 一般貨物コンテナ ９１１０ ドライコンテナ 数・重・価 

タンクコンテナ ９１２０  

冷凍コンテナ ９１３０  

その他のコンテナ ９１９０ 
オープントップコンテナ、フラットラックコ

ンテナ、バルクコンテナ、ペンコンテナなど。 

海上コンテナの

部分品・附属品  ０９１０ 

海上コンテナの部分品・附属品として出荷さ

れるものに限る。 

例）コンテナ金具など。 

重・価 
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そ
の
他 

海洋開発機器 ジャッキアップ装置 ９２１０  数・重・価 

掘削用機器 ９２２０  

その他 ９２９０ 
小分類に掲げるもの以外の海洋開発リグ搭載

機器（汎用のものを除く。） 

海洋開発機器の

部分品・附属品 
 ０９２０ 

海洋開発機器の部分品・附属品として出荷さ

れるものに限る。 

重・価 
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６．国名コード表 

 (1) アジア州 Asia 
  

国          名 コード 

韓国 Korea １０３２ 

北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) <North> Korea １０４３ 

中国 China １０５４ 

台湾 Taiwan １０６５ 

モンゴル Mongolia １０７６ 

香港 Hong Kong １０８７ 

ベトナム Viet Nam １１０７ 

タイ Thailand １１１８ 

シンガポール Singapore １１２９ 

マレーシア・マラヤ１１州 Malaya,Malaysia １１３０ 

マレーシア・サラワク州 Sarawak,Malaysia １１４１ 

マレーシア・サバ州 Sabah,Malaysia １１５２ 

ブルネイ Brunei １１６３ 

フィリピン Philippines １１７４ 

インドネシア Indonesia １１８５ 

カンボジア Cambodia １２０５ 

ラオス Laos １２１６ 

ミャンマー Myanmar １２２７ 

インド India １２３８ 

パキスタン Pakistan １２４９ 

スリランカ Sri Lanka １２５０ 

モルジブ Maldives １２６１ 

バングラデシュ Bangladesh １２７２ 

マカオ(ポルトガル) Macao １２９４ 

アフガニスタン Afghanistan １３０３ 

ネパール Nepal １３１４ 



45 

         国          名         コード 

ブータン Bhutan １３２５ 

イラン Iran １３３６ 

イラク Iraq １３４７ 

バーレーン Bahrain １３５８ 

イエメン Yemen １３６９ 

サウジアラビア Saudi Arabia １３７０ 

クウェート Kuwait １３８１ 

カタール Qatar １４０１ 

オマーン Oman １４１２ 

イスラエル Israel １４３４ 

ヨルダン Jordan １４４５ 

シリア Syria １４５６ 

レバノン Lebanon １４６７ 

アラブ首長国 United Arab Emirates １４７８ 

その他のアジア州  １００９ 

 
 (2) ヨーロッパ州 Europe 
 

         国          名         コード 

アイスランド Iceland ２０１９ 

ノルウェー Norway ２０２０ 

スウェーデン Sweden ２０３１ 

デンマーク Denmark ２０４２ 

イギリス United Kingdom ２０５３ 

アイルランド Ireland ２０６４ 

オランダ Netherlands ２０７５ 

ベルギー Belgium ２０８６ 

ルクセンブルグ Luxembourg ２０９７ 

         国          名         コード 
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フランス France ２１０６ 

モナコ Monaco ２１１７ 

アンドラ Andorra ２１２８ 

ドイツ Germany ２１３９ 

チェコ Czech ２１４０ 

スイス Switzerland ２１５１ 

アゾレス諸島(ポルトガル) Azores Is. ２１６２ 

ポルトガル Portugal ２１７３ 

スペイン Spain ２１８４ 

ジブラルタル(英国) Gibraltar ２１９５ 

イタリア Italy ２２０４ 

マルタ Malta ２２１５ 

フィンランド Finland ２２２６ 

ポーランド Poland ２２３７ 

ロシア Russian ２２４８ 

オーストリア Austria ２２５９ 

スロバキア Slovak ２２６０ 

ハンガリー Hungary ２２７１ 

旧ユーゴスラビア・マケドニア共和国  

      Formere Yugoslav Republic of Macedonia 

２２８２ 

アルバニア Albania ２２９３ 

ギリシア Greece ２３０２ 

ルーマニア Romania ２３１３ 

ブルガリア Bulgaria ２３２４ 

キプロス Cyprus ２３３５ 

トルコ Turkey ２３４６ 

その他のヨーロッパ州  ２００８ 

 
 
 (3) 北アメリカ州 North America 
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         国          名         コード 

グリーンランド(デンマーク) Greenland ３０１８ 

カナダ Canada ３０２９ 

サンピエール島及びミクロン島(フランス) St.Pierre et Miquelon ３０３０ 

アメリカ U.S.A. ３０４１ 

メキシコ Mexico ３０５２ 

グアテマラ Guatemala ３０６３ 

ホンジュラス Honduras ３０７４ 

ベリーズ Belize ３０８５ 

エルサルバドル El Salvador ３０９６ 

ニカラグア Nicaragua ３１０５ 

コスタリカ Costa Rica ３１１６ 

パナマ Panama ３１２７ 

バーミューダ諸島(英国) Bermuda Is. ３１４９ 

バハマ Bahamas ３１５０ 

ジャマイカ Jamaica ３１６１ 

タークス諸島及びカイコス諸島(英国) Torks & Caicos Is. ３１７２ 

バルバドス Barbados ３１９４ 

トリニダード・トバゴ Trinidad & Tobago ３２０３ 

キューバ Cuba ３２１４ 

ハイチ Haiti ３２２５ 

ドミニカ国 Commonwealth of Dominica ３２３６ 

プエルトリコ(米国) Puerto Rico ３２４７ 

米領バージン諸島(米国) Virgin Is. ３２５８ 

オランダ領アンチル Netherlands Antilles ３２６９ 

仏領西インド諸島 French West Indies ３２７０ 

ケイマン諸島(英国) Cayman Is. ３２８１ 

グレナダ Grenada ３２９２ 

         国          名         コード 
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セントルシア St.Lucia ３３０１ 

アンチグア・バーブーダ Antigua and Barbuda ３３１２ 

英領バージン諸島(英国) Virgin Is. ３３２３ 

ドミニカ共和国 Dominican Republic ３３３４ 

モントセラト(英国) Montserrat Is. ３３４５ 

セントクリストファー・ネイビス及びアンギラ(英国) 

      St.Christopher and Nevis,Anguilla Is. 

３３５６ 

セントビンセント及びグレナディーン諸島 St.Vincent and the Grenadines ３３６７ 

その他の北アメリカ州  ３００７ 

 
 
 
 (4) 南アメリカ州 South America 
 

         国          名         コード 

コロンビア Colombia ４０１７ 

ベネズエラ Venezuela ４０２８ 

ガイアナ Guyana ４０３９ 

スリナム Suriname ４０４０ 

仏領ギアナ(フランス) French Guiana ４０５１ 

エクアドル Ecuador ４０６２ 

ペルー Peru ４０７３ 

ボリビア Bolivia ４０８４ 

チリ Chile ４０９５ 

ブラジル Brazil ４１０４ 

パラグアイ Paraguay ４１１５ 

ウルグアイ Uruguay ４１２６ 

アルゼンチン Argentina ４１３７ 

フォークランド諸島及びその付属諸島(英) 

      Falkland Is. and Dependencies 

４１４８ 

         国          名         コード 
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英領南極地域 British Antarctic Territories ４１５９ 

その他の南アメリカ州  ４００６ 

 
 
 
 (5) アフリカ州 Africa 
 

         国          名         コード 

モロッコ Morocco ５０１６ 

セウタ及びメリリヤ(スペイン) Ceuta and Melilla ５０２７ 

アルジェリア Algeria ５０３８ 

チュニジア Tunisia ５０４９ 

リビア Libya ５０５０ 

エジプト Egypt ５０６１ 

スーダン Sudan ５０７２ 

西サハラ Western Sahara ５０８３ 

モーリタニア Mauritania ５０９４ 

セネガル Senegal ５１０３ 

ガンビア Gambia ５１１４ 

ギニアビサウ GuineaBissau ５１２５ 

ギニア Guinea ５１３６ 

シエラレオネ Sierra Leone ５１４７ 

リベリア Liberia ５１５８ 

コートジボアール Ivory Coast(Cote d'Ivoire) ５１６９ 

ガーナ Ghana ５１７０ 

トーゴ Togo ５１８１ 

ベナン Benin ５１９２ 

マリ Mali ５２０１ 

カーボベルデ Cape Verde ５２２３ 

カナリア諸島(スペイン) Canary Is. ５２３４ 

         国          名         コード 
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ナイジェリア Nigeria ５２４５ 

ニジェール Niger ５２５６ 

ルワンダ Rwanda ５２６７ 

カメルーン Cameroon ５２７８ 

チャド Chad ５２８９ 

中央アフリカ Central African Republic ５２９０ 

赤道ギニア Equatorial Guinea ５３０９ 

ガボン Gabon ５３１０ 

コンゴ Congo ５３２１ 

ザイール Zaire ５３３２ 

ブルンジ Burundi ５３４３ 

アンゴラ Angola ５３５４ 

サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe ５３６５ 

セントヘレナ島及びその付属諸島(英国) St.Helena Is. and Dependencies ５３７６ 

エチオピア Ethiopia ５３８７ 

ジブチ Djibouti ５３９８ 

ソマリア Somalia ５４０７ 

ケニア Kenya ５４１８ 

ウガンダ Uganda ５４２９ 

タンザニア Tanzania ５４３０ 

セイシェル Seychelles ５４４１ 

モザンビーク Mozambique ５４５２ 

マダガスカル Madagascar ５４６３ 

モーリシャス Mauritius ５４７４ 

レユニオン(フランス) Reunion Is. ５４８５ 

ジンバブエ Zimbabwe ５４９６ 

ナミビア Namibia ５５０５ 

南アフリカ South Africa ５５１６ 

         国          名         コード 
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レソト Lesotho ５５２７ 

マラウイ Malawi ５５３８ 

ザンビア Zambia ５５４９ 

ボツワナ Botswana ５５５０ 

スワジランド Swaziland ５５６１ 

英領インド洋地域 British Indian Ocean Territories ５５７２ 

コモロ Comoros ５５８３ 

その他のアフリカ州  ５００５ 

 
 
 
 (6) 大洋州 Oceania 
 

         国          名         コード 

オーストラリア Australia ６０１５ 

パプアニューギニア Papua New Guinea ６０２６ 

その他のオーストラリア領 Other Australia ６０５９ 

ニュージーランド New Zealand ６０６０ 

クック諸島（ニュージーランド） Cook Is. ６０７１ 

トケラウ諸島（ニュージーランド） Tokelau Is. ６０８２ 

ニウェ島（ニュージーランド） Niue Is. ６０９３ 

西サモア Western Samoa ６１０２ 

バヌアツ Vanuatu ６１１３ 

フィジー Fiji ６１２４ 

ソロモン諸島 Solomon Islands ６１３５ 

トンガ Tonga ６１４６ 

キリバス Kiribati ６１５７ 

ピトケアン島(英国) Pitcain ６１６８ 

ナウル Nauru ６１７９ 

ニューカレドニア(フランス) New Caledonia ６１８０ 

         国          名         コード 
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仏領オセアニア French Oceania ６１９１ 

グアム島(米国) Guam Is. ６２００ 

米領サモア(米国) American Samoa ６２１１ 

米領オセアニア American Oceania ６２２２ 

マリアナ、カロリン、マーシャル諸島（米国信託統治） 

      Mariana,Caroline and Marshall Is. 

６２３３ 

ツバル Tuvalu ６２４４ 

その他の大洋州  ６００４ 

 
 (7) そ の 他 
 

         国          名         コード 

不明 Unknown ７００３ 

 


