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第１６類

事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用イン

テル，活字，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インク

リボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，

事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チ

ェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便

料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛

筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装

用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プ

ラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製の

ぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき

，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製

ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙

製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真

，写真立て

事務用又は家庭用ののり及び接着剤 ０１Ａ０２

［第１類 第３類］

アラビヤのり 海草のり かすがいのり カゼインのり ゴムのり コンニャクのり

ゼラチン でん粉のり にかわ 盤石のり ふのり プラスチック接着剤 ラテック

スのり

封ろう ０５Ｄ０１

［第４類 第28類］

印刷用インテル 活字 ０９Ａ１１

［第７類］
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青写真複写機 あて名印刷機 印字用インクリボン 自動印紙はり付け機 事務用電

動式ホッチキス 事務用封かん機 消印機 製図用具 タイプライター チェックラ

イター 謄写版 凸版複写機 文書細断機 郵便料金計器 輪転謄写機

０９Ｄ０１

［第７類 第９類］

マーキング用孔開型板 ０９Ｇ５６

電気式鉛筆削り １１Ａ０６

［第７類 第８類 第９類 第10類 第11類 第21類］

装飾塗工用ブラシ １３Ｂ０４

［第21類］

紙製幼児用おしめ １７Ａ０４

［第５類 第９類 第10類 第17類 第21類 第25類］

紙製包装用容器 １８Ｃ０４

紙箱 紙袋 段ボール箱 ファイバー箱

家庭用食品包装フイルム 紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋

１９Ａ０５

［第８類 第11類 第14類 第20類 第21類 第24類］



- 76 -

型紙 裁縫用チャコ １９Ｂ０３

［第８類 第14類 第20類 第21類 第26類］

紙製のぼり 紙製旗 １９Ｂ２２

［第20類 第24類］

観賞魚用水槽及びその附属品 １９Ｂ３３

［第６類 第18類 第20類 第21類 第28類］

エアーポンプ 金魚鉢 水槽 水槽用装飾品 揚水ポンプ ろ過器

衛生手ふき 紙製タオル 紙製テーブルナプキン 紙製手ふき 紙製ハンカチ

１９Ｂ３８

荷札 １９Ｂ４６

印刷したくじ（おもちゃを除く。） １９Ｂ４７

紙製テーブルクロス ２０Ｃ０１

［第６類 第20類 第22類 第24類 第27類］
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紙類 ２５Ａ０１

［第１類 第５類 第17類 第27類 第34類］

１ 洋紙

印刷用紙 インディアペーパー カーボン原紙 グラシンペーパー 新聞用紙 吸い

取り紙 タイプライターペーパー トイレットペーパー 筆記図画用紙 包装用紙 ラ

イスペーパー 硫酸紙 ろ紙

２ 板紙

アイボリー紙 色板紙 黄板紙 白板紙 心紙 段ボール原紙 チップボード紙 表

紙 ポストカード紙 ルーフィング原紙

３ 和紙

温床紙 傘紙 火薬包み紙 がんぴ紙 工芸紙 こうぞ紙 証券紙 障子紙 書道用

紙 仙貨紙 ちり紙 典具じょう紙 謄写原紙用紙 鳥の子紙 ナプキン紙 複写紙

奉書紙 ろ紙

４ 加工紙

紙製レース 擬革紙 ジャガードカード 耐酸紙 段ボール パラフィン紙 ふすま

紙 防火紙 防かび紙 防水紙 防錆紙 防油紙 りん光紙
せ い

５ セロハン類

普通セロハン 防湿セロハン

６ 合成紙

文房具類 ２５Ｂ０１

［第２類 第８類 第９類 第24類］

１ 紙製文房具

アルバム カード カーボンペーパー けい紙 スクラップブック スケッチブック

スコアーカード スコアーブック 帳簿 手帳 伝票 謄写原紙 トレーシングクロ

ス トレーシングペーパー ノートブック 便せん 封筒 方眼紙 名刺用紙 用せん

ルーズリーフ用紙

２ 筆記用具

鉛筆 キャップ 骨筆 サインペン シャープペンシル 石筆 鉄筆 白墨 フェル

トペン ペン先 ペン軸 ボールペン 万年筆 毛筆

３ 絵画用材料

イーゼル 絵絹 画板 カンバス クレヨン はけ パステル パレット 木炭

４ その他の文房具類
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インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マット 印肉 鉛筆削り

（電気式のものを除く。） 画びょう クリップ 消しゴム 黒板 黒板ふき 下げ札

シール しおり 下敷き 修正液 定規 状差し 書類挟み すずり スタンプ台 ス

テッカー 墨 石ばん 接着テープ 接着テープディスペンサー そろばん 短冊 地

球儀 値札 はり札 番号印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮 分度器 ペーパーナイフ

墨汁 ホッチキス（電動式のものを除く。） 水引 指サック ラベル（布製のもの

を除く。）

印刷物 ２６Ａ０１

［第９類］

絵はがき 楽譜 歌集 カタログ カレンダー 雑誌 時刻表 書籍 新聞 地図

日記帳 ニューズレター パンフレット

書画 ２６Ｂ０１

［第20類］

絵画 軸 書 版画

写真 写真立て ２６Ｄ０１

［第９類］


