
第７類

金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機

械器具，漁業用機械器具，化学機械器具，繊維機械器具，

食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木工用又

は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の

機械器具，印刷用又は製本用の機械器具，ミシン，農業用

機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，ガラ

ス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろ

くろ，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，ゴム

製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸

上の乗物用のものを除く。）及び動力機械器具の部品，風

水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動

スタンプ打ち器，自動販売機，ガソリンステーション用装

置，電気洗濯機，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物

用洗浄機，業務用攪はん混合機，業務用皮むき機，業務用

切さい機，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気掃除

機，消毒・殺虫又は防臭用散布機（農業用のものを除く。），

機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動

式カーテン引き装置，電動式扉自動開閉装置，廃棄物圧縮

装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動

機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品

を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電気ミキ

サー，電機ブラシ

金属加工機械器具 ０９Ａ０１

１ 金属工作機械器具

圧穿機 形削り盤 金切りのこぎり盤 研削盤 鑽孔機 切断機 旋盤 立て削り盤
せん さん

中ぐり盤 ねじ切り盤 ねじ立て盤 歯切り及び歯車仕上げ機械 平削盤 フライス

盤 ブローチ盤 ホーニング盤 ボール盤 ラップ盤

２ 金属一次製品製造機械器具

圧延機 製管機 線材押出機 線材線引き機



３ 金属二次製品加工機械器具

機械プレス 人力プレス 水圧プレス 剪断機 鍛造機 ベンディングマシン 油圧
せん

プレス ワイヤーフォーミングマシン

４ アーク溶接装置 ガス溶接機 金属溶断機 酸素アセチレン溶接切断機 電気溶接機

電気溶接装置

５ 動力付き手持工具

エアドリル エアハンマー グラインダー サンダー 電気ドリル 電気ハンマー

ドライバー ナットランナー バッファー ポリッシャー レンチ

６ 切削工具

ギヤカッター タップ チェーザー ドリル ねじフライス バイト ブローチ ミ

リングカッター リーマ

７ 超硬工具

超硬切削工具 超硬耐食工具 超硬耐磨耗工具 超硬チップ

８ ダイヤモンド工具

切削工具 耐磨耗工具

９ 金属用金型

鍛造用金型 プレス用金型

鉱山機械器具 ０９Ａ０２

カッターローダー コールカッター 採油機 さく岩機 さく井機 シャープナー

穿孔機 積込み機 トラックミル ホーベル
せん

土木機械器具 荷役機械器具 ０９Ａ０３

［第６類 第12類 第20類］

１ 土木機械器具

（１）掘削機械

スラックライン トラッククレーン パワーショベル ルータ

（２）基礎工事機械

アースオーガー くい打ち機 くい抜き機 グラウトポンプ

（３）整地機械

グレーダー スクレーパー タンパー ブルドーザー ランマー ローラー

（４）コンクリート機械

コンクリート打設機械 コンクリートバイブレーター コンクリート舗装機械 コ

ンクリートミキサー バッチャープラント



（５）アスファルト舗装機械

アスファルト散布機 アスファルトフィニッシャー アスファルトプラント アス

ファルトミキサー

（６）しゅんせつ機械

しゅん泥機 ディッパー

２ 荷役機械器具

（１）クレーン

ケーブルクレーン 自走クレーン ジブクレーン デリック 天井走行クレーン

塔形クレーン 橋形クレーン フローティングクレーン 陸揚げ機 ロコモチブクレ

ーン

（２）コンベヤー

空気コンベヤー 水力コンベヤー スクリューコンベヤー チェーンコンベヤー

バケットエレベーター ベルトコンベヤー ローラーコンベヤー

（３）巻上機

ウインチ ウインドラス キャプスタン チェーンブロック ホイスト

（４）動く歩道 エスカレーター エレベーター

（５）動力ジャッキ 荷降ろし用ホッパー

（６）自動倉庫

漁業用機械器具 ０９Ａ０５

［第６類 第19類］

網揚げ機 トロールウィンチ ラインホーラ

化学機械器具 ０９Ａ０６

［第９類 第11類］

圧搾機 かくはん機 吸収機 吸着機 混合機 収じん機 焼結機 焼成機 洗浄機

選別機 造粒機 抽出機 乳化機 捏和機 焙焼機 破砕機 反応機 分縮機 分離
ね つ か ばい

機 磨砕機 溶解機 ろ過機

繊維機械器具 ０９Ａ０７

［第８類 第11類 第26類］



１ 蚕糸機械器具

揚返機 乾繭機 生糸検査機 生糸束装機 繰糸機 煮繭機 副蚕処理機

２ 化学繊維機械器具

スフ切断機 精練機 紡糸機

３ 紡績機械器具

糸毛焼き機 糸巻機 カードカン かせ機 混打綿機 整経機 精梳綿機 精紡機
そ

粗紡機 梳綿機 より糸機 練条機
そ

４ 織機

自動織機 人力織機 特殊織機 普通力織機

５ 編組機械器具

漁網機械器具 刺しゅう機 製綱機 ひも編み機 メリヤス機械器具 レース機械器

具

６ フェルト製造機械器具

フェルト用縮絨機 フェルト用梳毛機
じゅう そ

７ 染色整理機械器具

カレンダー 起毛機 霧吹き機 毛焼き機 高圧精練窯 煮絨機 浸染機械 スカッ
じゅう

チャー 整反機 洗絨機 捺染機 幅出し機 パルマー仕上げ機 連続精練漂白機 ロ
じゅう なつ

ータリープレス

食料加工用又は飲料加工用の機械器具 ０９Ａ０８

［第11類］

１ 穀物処理機械器具

押し麦機 製菓機 製粉機 精米麦機 製麺機 ひき割り麦機

２ 醸造機械器具

酒搾り用袋 酒醸造機械器具 しょうゆ醸造機械器具 みそ醸造機械器具

３ アイスクリーム製造機 牛乳均質機 チーズ製造機 バター製造機 粉乳製造機 練

乳製造機

４ 肉類加工機械器具

ソーセージ製造機 肉ひき機

５ 水産製品製造機械器具

削り節機 昆布加工機 練り製品製造機械

６ 缶詰機械 根菜類用の機械式スライサー サイダー製造機 製茶機械 製糖機械 製

油機械 瓶詰機械 ミネラルウォーター製造用機械 野菜すりつぶし用機械



製材用・木工用又は合板用の機械器具 ０９Ａ０９

［第11類］

１ 製材機械器具

帯のこ盤 チェーンソー 特殊のこ盤 のこぎり目立て盤 丸のこ盤

２ 木工機械器具

げた製造機械器具 サンダー ほぞ取り盤 木工かんな盤 木工旋盤 木工フライス

盤 木工ボール盤 木工用のこぎり盤 木工用のこぎり目立て盤

３ 合板機械器具

単板機械 ベニヤ仕上げ機械 ベニヤ製造用プレス ベニヤ切断機 ベニヤ継ぎ合わ

せ機械 ベニヤのり付け機

パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具 ０９Ａ１０

１ パルプ製造機械器具

砕木グラインダー チッパー バーカー パルパー ビーター レファイナー

２ 製紙機械器具

カレンダー コーティングマシン 抄紙機 断裁機 ドライパート プレスパート

巻取り機 ワイヤーパート

３ 紙工機械器具

段ボール製造機械 箱製造機械 袋製造機械

印刷用又は製本用の機械器具 ０９Ａ１１

［第16類］

凹版印刷機 活字鋳造機 グラビア印刷機 字母 字母用箱 写真植字機 写真製版

機械 製本機械 凸版印刷機 平版印刷機

ミシン ０９Ａ１３



農業用機械器具 （０９Ａ４１・０９Ａ４３・０９Ａ４５・０９Ａ４７）

耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く。） 栽培機械器具 収穫機械器具

植物粗製繊維加工機械器具 飼料圧搾機 飼料裁断機 飼料配合機 飼料粉砕機

０９Ａ４１

［第８類 第11類］

１ 耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く。）

株切り機 砕土機 犂 動力耕うん機 レーキ
すき

２ 栽培機械器具

植付け機械器具 除草機械器具 施肥用機械器具 種まき機械器具 中耕機械器

具 病虫害防除機械器具

３ 収穫機械器具

刈取機 草干し機 脱穀機 俵締め機 唐箕 とうもろこしの皮むき機械 米選
み

機 干し草用結束装置 もみすり機

４ 植物粗製繊維加工機械器具

かます編み具 砕茎機 製莚機 畳表織機 俵編み器 ちょ麻仕上げ機 ちょ麻
えん

はく皮機 縄仕上げ機 縄ない機 わら打ち機

５ 飼料圧搾機 飼料裁断機 飼料配合機 飼料粉砕機

牛乳ろ過器 搾乳機 ０９Ａ４３

育雛器 ふ卵器 ０９Ａ４５
すう

［第９類］

蚕種製造用又は養蚕用の機械器具 ０９Ａ４７

蚕網 蚕むしろ 桑切り機 蚕種検査用機械器具 散卵塩水選別機 散卵収容器

散卵浸酸機 散卵洗除機 産卵台紙 飼育箱 雌雄鑑別器



靴製造機械 製革機械 ０９Ａ６１

［第８類］

たばこ製造機械 ０９Ａ６２

ガラス器製造機械 ０９Ａ６３

塗装機械器具 ０９Ａ６４

［第６類 第19類］

包装用機械器具 ０９Ａ６５

こん包機 バンド締付機 ひも自動結束機 封かん機 包装機

陶工用ろくろ ０９Ａ６６

プラスチック加工機械器具 ０９Ａ６７

圧縮成形機 押出成形機 射出成形機 プラスチック用金型

半導体製造装置 ０９Ａ６８

ゴム製品製造機械器具 ０９Ａ６９



加硫装置 ゴム混合機 ゴム成形機 ゴム練用ロール ゴム用金型

石材加工機械器具 ０９Ａ７０

動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。）及び動力機械器具の部品（０９Ｂ０１・０９Ｂ０２）

動力機械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。） 動力機械器具（「水

車・風車」を除く。）の部品 ０９Ｂ０１

［第11類 第12類］

１ ボイラー

給水加熱器 空気余熱器 蒸気過熱器 蒸気過熱低減器 ストーカー 船用ボイ

ラー 灰捨て機械器具 陸用ボイラー

２ 内燃機関

ガソリン機関 消音器 ディーゼル機関 点火栓 灯軽油機関

３ 蒸気機関

船用蒸気機関 陸用蒸気機関

４ ジェット機関

ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関

５ ロケット機関

６ タービン

ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン

７ 圧縮空気機関 原子力原動機

水車 風車 ０９Ｂ０２

風水力機械器具 ０９Ｃ０１

１ ポンプ

遠心ポンプ 往復ポンプ 回転ポンプ 軸流ポンプ 斜流ポンプ

２ 真空ポンプ

往復真空ポンプ 回転真空ポンプ 拡散ポンプ



３ 送風機

遠心送風機 回転送風機 軸流送風機 ターボ送風機

４ 圧縮機

遠心圧縮機 往復圧縮機 回転圧縮機 軸流圧縮機 ターボ圧縮機

機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器 ０９Ｄ０１

［第９類 第16類］

自動販売機 ０９Ｅ２１

ガソリンステーション用装置 ０９Ｅ２２

電気洗濯機 （０９Ｅ２３・１１Ａ０６）

業務用電気洗濯機 ０９Ｅ２３

［第11類］

家庭用電気洗濯機 １１Ａ０６

［第８類 第11類］

修繕用機械器具 ０９Ｅ２４

機械式駐車装置 ０９Ｅ２６

［第９類］

エレベーター式駐車装置 循環式駐車装置



乗物用洗浄機 ０９Ｅ２７

業務用攪はん混合機 業務用皮むき機 業務用切さい機 ０９Ｅ２８

［第11類］

食器洗浄機 （０９Ｅ２８・１１Ａ０６）

業務用食器洗浄機 ０９Ｅ２８

［第11類］

家庭用食器洗浄機 １１Ａ０６

［第８類 第11類］

電気式ワックス磨き機 電気掃除機 （０９Ｅ２９・１１Ａ０６）

業務用電気式ワックス磨き機 業務用電気掃除機 ０９Ｅ２９

家庭用電気式ワックス磨き機 家庭用電気掃除機 １１Ａ０６

［第８類 第11類］

消毒・殺虫又は防臭用散布機（農業用のものを除く。） ０９Ｅ３０



機械要素（陸上の乗物用のものを除く。） （０９Ｆ０１～０９Ｆ０５）

軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング ０９Ｆ０１

［第12類］

動力伝導装置 ０９Ｆ０２

［第６類 第12類］

遊車 滑車 カム 逆転機 減速機 調車 水力だめ 増圧器 動力伝導用ベルト

歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン

緩衝器 ばね ０９Ｆ０３

［第６類 第12類］

１ 緩衝器

空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器

２ ばね

うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね

制動装置 ０９Ｆ０４

［第12類］

円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ

バルブ ０９Ｆ０５

［第６類 第11類 第17類 第19類 第20類］

アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ



芝刈機 ０９Ｇ５４

電動式カーテン引き装置 電動式扉自動開閉装置 ０９Ｇ５５

廃棄物圧縮装置 廃棄物破砕装置 ０９Ｇ６３

起動器 交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（そ

の部品を除く。）を除く。） 交流発電機 直流発電機 １１Ａ０１

［第９類 第12類］

電気ミキサー １１Ａ０６

［第８類 第11類］

電機ブラシ １１Ｄ０１

［第９類 第17類］


