
関税率表解説改正（案） 
新 旧 

42.02‐ TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY-CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL 

SATCHELS, SPECTACLE CASES, BINOCULAR CASES, CAMERA CASES, MUSICAL 

INSTRUMENT CASES, GUN CASES, HOLSTERS AND SIMILAR CONTAINERS; 

TRAVELLING-BAGS, INSULATED FOOD OR BEVERAGES BAGS, TOILET BAGS, 

RUCKSACKS, HANDBAGS, SHOPPING BAGS, WALLETS, PURSES, MAP-CASES, 

CIGARETTE-CASES, TOBACCO-POUCHES, TOOL BAGS, SPORTS BAGS, BOTTLE-CASES, 

JEWELLERY BOXES, POWDER-BOXES, CUTLERY CASES AND SIMILAR CONTAINERS, OF 

LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER, OF SHEETING OF PLASTICS, OF TEXTILE 

MATERIALS, OF VULCANISED FIBRE OR OF PAPERBOARD, OR WHOLLY OR MAINLY 

COVERED WITH SUCH MATERIALS OR WITH PAPER (+). 

(省 略) 

Subheading Explanatory Notes. 

Subheadings 4202.11, 4202.21, 4202.31 and 4202.91 

For the purposes of these subheadings, the expression “with outer surface of 

leather” includes leather coated with a thin layer of plastics or synthetic rubber 

which is invisible to the naked eye (usually less than 0.15 mm in thickness), to 

protect the leather surface, no account being taken of a change in colour or shine.

Subheadings 4202.31, 4202.32 and 4202.39 

These subheadings cover articles of a kind normally carried in the pocket or in 

the handbag and include spectacle cases, note-cases (bill-folds), wallets, purses, 

key-cases, cigarette-cases, cigar-cases, pipe-cases and tobacco-pouches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.02‐ TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY-CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL 

SATCHELS, SPECTACLE CASES, BINOCULAR CASES, CAMERA CASES, MUSICAL 

INSTRUMENT CASES, GUN CASES, HOLSTERS AND SIMILAR CONTAINERS; 

TRAVELLING-BAGS, INSULATED FOOD OR BEVERAGES BAGS, TOILET BAGS, 

RUCKSACKS, HANDBAGS, SHOPPING BAGS, WALLETS, PURSES, MAP-CASES, 

CIGARETTE-CASES, TOBACCO-POUCHES, TOOL BAGS, SPORTS BAGS, BOTTLE-CASES, 

JEWELLERY BOXES, POWDER-BOXES, CUTLERY CASES AND SIMILAR CONTAINERS, OF 

LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER, OF SHEETING OF PLASTICS, OF TEXTILE 

MATERIALS, OF VULCANISED FIBRE OR OF PAPERBOARD, OR WHOLLY OR MAINLY 

COVERED WITH SUCH MATERIALS OR WITH PAPER (+). 

(省 略) 

Subheading Explanatory Note. 

(新 規) 

 
 
 
 
Subheadings 4202.31, 4202.32 and 4202.39 

These subheadings cover articles of a kind normally carried in the pocket or in 

the handbag and include spectacle cases, note-cases (bill-folds), wallets, purses, 

key-cases, cigarette-cases, cigar-cases, pipe-cases and tobacco-pouches. 

 

 

 

 

 

 

 

 



関税率表解説改正（案） 
新 旧 

42.02 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、

ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、

工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケース

その他これらに類する容器（革、コンポジションレザー、プラスチックシート、

紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しく

は大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。）及びトランク、ス

ーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用

かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用

ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器 

(省 略) 

   号の解説 

   4202.11、4202.21、4202.31 及び 4202.91 

    これらの号において、外面が革製のものには、革の表面を保護するための肉眼

により判別することができない、プラスチック又は合成ゴムの薄い層（一般に厚

さは 0.15 ミリメートル未満）で被覆された革を含む。この場合において、色彩及

び光沢の変化は考慮しない。 

   4202.31、4202.32 及び 4202.39 

    この号には、ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品、例えば、

眼鏡用ケース、札入れ、財布、キーケース、シガレットケース、シガーケース、

パイプケース及びたばこ入れを含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.02 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、

ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、

工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケース

その他これらに類する容器（革、コンポジションレザー、プラスチックシート、

紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しく

は大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。）及びトランク、ス

ーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用

かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用

ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器 

(省 略) 

   号の解説 

(新 規) 

 

 

 

 

   4202.31、4202.32 及び 4202.39 

    この号には、ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品、例えば、

眼鏡用ケース、札入れ、財布、キーケース、シガレットケース、シガーケース、

パイプケース及びたばこ入れを含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関税率表解説改正（案） 
新 旧 

 

44.18‐ BUILDERS' JOINERY AND CARPENTRY OF WOOD, INCLUDING CELLULAR WOOD PANELS, 

ASSEMBLED PARQUET PANELS, SHINGLES AND SHAKES(+). 

(省 略) 

  The heading does not cover : 

(a) Plywood panels or veneered panels, used as flooring panels, which have a thin 

veneer of wood affixed to the surface, so as to simulate a flooring panel made 

up of parquet strips (heading 44.12). 

(b) Cupboards, with or without backs, even if designed to be nailed or otherwise 

secured to the ceiling or wall (heading 94.03). 

(c) Prefabricated buildings (heading 94.06). 

 
◦ 
◦  ◦ 

 

Subheading Explanatory Note. 

Subheading 4418.30 

For the purposes of classification in this subheading, the term “parquet 

panels” includes preassembled flooring panels made from two or more rows of narrow 

and generally short pieces of wooden boards (strips) that have been joined 

edge-to-edge or end-to-end and edge-to-edge. The surface of this type of panels 

may display a striped pattern, which may vary according to the grain and colour 

of the individual strips. 

 

 

 

 

 

 

 

44.18‐ BUILDERS' JOINERY AND CARPENTRY OF WOOD, INCLUDING CELLULAR WOOD PANELS, 

ASSEMBLED PARQUET PANELS, SHINGLES AND SHAKES. 

(省 略) 

  The heading does not cover : 

(a) Plywood panels or veneered panels, used as flooring panels, which have a thin 

veneer of wood affixed to the surface, so as to simulate a flooring panel made 

up of parquet strips (heading 44.12). 

(b) Cupboards, with or without backs, even if designed to be nailed or otherwise 

secured to the ceiling or wall (heading 94.03). 

(c) Prefabricated buildings (heading 94.06). 

 

(新 規) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関税率表解説改正（案） 
新 旧 

 

44.18 木製建具及び建築用木工品（セルラーウッドパネル、組み合わせた寄せ木パネル

及びこけら板を含む。） 

(省 略) 

    この項には、次の物品を含まない。 

   (a) フローリングパネルとして使用される合板パネル又はベニヤドパネルで、寄

せ木ストリップから作られたフローリングパネルに似せるために表面に木製の

薄板を圧力をかけて接着したもの（44.12） 

   (b) 食器棚（背板の有無を問わず、くぎその他の方法により、天井又は壁に固定

できるようにしたものを含む。）（94.03） 

   (c) プレハブ建築物（94.06） 

 

◦ 
◦  ◦ 

 

   号の解説 

   4418.30 

    この号において、寄せ木パネルには、縁と縁又は端と端及び縁と縁を結合した

幅の狭い一般に短い木材の板（ストリップ）の２以上の列からなる組み立て済み

のフローリングパネルを含む。この種のパネルの表面は、個々のストリップの木

目及び色彩による様々なストリップの模様を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.18 木製建具及び建築用木工品（セルラーウッドパネル、組み合わせた寄せ木パネル

及びこけら板を含む。） 

(省 略) 

    この項には、次の物品を含まない。 

   (a) フローリングパネルとして使用される合板パネル又はベニヤドパネルで、寄

せ木ストリップから作られたフローリングパネルに似せるために表面に木製の

薄板を圧力をかけて接着したもの（44.12） 

   (b) 食器棚（背板の有無を問わず、くぎその他の方法により、天井又は壁に固定

できるようにしたものを含む。）（94.03） 

   (c) プレハブ建築物（94.06） 

 

(新 規) 

 

 

 

 



関税率表解説改正（案） 
新  旧 

84.05  PRODUCER GAS OR WATER GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERS; 

ADETYLENE GAS GENERATORS AND SIMILAR WATER PROCESS GAS GENERATORS, WITH OR 

WITHOUT THEIR PURIFIERS 

                 （ 省 略 ） 

(A) PRODUCER GAS GENERATORS 

    These usually consist of a closed cylinder, generally fitted with a refractory 

lining or a water-cooled double wall enclosing a grate (either of fixed, shaking 

or revolving type), with provision for passing a current of air (or of air and 

steam) by suction or blowing. A thick bed of fuel is burned on the grate and the 

flow of air and steam is regulated so that combustion is incomplete. The 

decomposition of the water and the incomplete combustion of the fuel yield carbon 

monoxide and hydrogen. The resultant mixture of carbon monoxide, hydrogen and 

nitrogen (producer gas) is drawn off at the top of the apparatus. 

    In certain generators of the“reversed combustion”type, the air is blown from 

the top to the bottom and along the sides of the cylinder and the gas is collected 

at the bottom of the apparatus, below the grate. This allows for more complete 

combustion of tars, etc. 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.05  PRODUCER GAS OR WATER GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERS; 

ADETYLENE GAS GENERATORS AND SIMILAR WATER PROCESS GAS GENERATORS, WITH OR 

WITHOUT THEIR PURIFIERS 

                 （ 省 略 ） 

(A) PRODUCER GAS GENERATORS 

    These usually consist of a closed cylinder, generally fitted with a refractory 

lining or a water-cooled double wall enclosing a grate (either of fixed, shaking 

or revolving type), with provision for passing a current of air (or of air and 

steam) by suction or blowing. A thick bed of fuel is burned on the grate and the 

flow of air and steam is regulated so that combustion is incomplete, the resultant 

mixture of carbon monoxide, hydrogen and nitrogen (producer gas) being drawn off 

at the top of the apparatus. 

 

    In certain generators of the“reversed combustion”type, the air is blown from 

the top to the bottom and along the sides of the cylinder and the gas is collected 

at the bottom of the apparatus, below the grate. This allows for more complete 

combustion of tars, etc. 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関税率表解説改正（案） 
新  旧 

84.05 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類す

る湿式ガス発生機（清浄機を有するか有しないか問わない。） 

                 （ 省 略 ） 

（Ａ）発生炉ガス発生機 

   この装置は、通常、固定式、振動式又は回転式の火格子を納めている耐火性の内

張りをした又は水冷式の二重壁の密閉式シリンダー及びそれに伴う吸引又は送風に

より空気又は空気と蒸気の流れを通過させる装置から成る。厚い燃料の層は、火格子

上で燃焼し、空気及び蒸気の流量は、不完全燃焼するように調節されている。水の分

解及び燃料の不完全燃焼は、一酸化炭素（CO）及び水素（H2）を生じる。一酸化炭素

（CO）、水素（H2）及び窒素（N2）の混合ガス（発生炉ガス）は装置の上部から取り

出される。 

   反転燃焼式の発生機では、空気は上部からシリンダーの側壁に沿って底に吹き込

まれ、ガスは火格子の下の装置の底に集められタール等が完全燃焼する。 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

84.05 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類す

る湿式ガス発生機（清浄機を有するか有しないか問わない。） 

                 （ 省 略 ） 

（Ａ）発生炉ガス発生機 

   この装置は、通常、固定式、振動式又は回転式の火格子を納めている耐火性の内

張りをした又は水冷式の二重壁の密閉式シリンダー及びそれに伴う吸引又は送風に

より空気又は空気と蒸気の流れを通過させる装置から成る。厚い燃料の層は、火格子

上で燃焼し、空気及び蒸気の流量は、不完全燃焼装置をするように調節され、CO、H2

及び N2の混合ガス（発生炉ガス）が装置の上部から取り出される。 

 

 

   反転燃焼式の発生機では、空気は上部からシリンダーの側壁に沿って底に吹き込

まれ、ガスは火格子の下の装置の底に集められタール等が完全燃焼する。 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関税率表解説改正（案） 
新  旧 

84.15  AIR CONDITIONING MACHINES, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR 

CHANGING THE TEMPERATURE AND HUMIDITY, INCLUDING THOSE MACHINES IN WHICH 

THE HUMIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED 

                 （ 省 略 ） 

 

                                       * 

                                     *   * 

    The heading excludes : 

   (a) Air heaters and hot air distributors of heading 73.22 which can also distribute 

fresh or conditioned air. 

   (b) Non-reversible heat pumps of heading 84.18 and chillers for air conditioning 

machines (heading 84.18). 

   (c) Apparatus which, although incorporating a motor-driven fan, has the sole 

function of changing either the temperature or humidity of the air (headings 

84.79, 85.16, etc.). 

 

                                       ・ 

                                     ・  ・ 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.15  AIR CONDITIONING MACHINES, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR 

CHANGING THE TEMPERATURE AND HUMIDITY, INCLUDING THOSE MACHINES IN WHICH 

THE HUMIDITY CANNOT BE SEPARATELY REGULATED 

                 （ 省 略 ） 

 

                                       * 

                                     *   * 

    The heading excludes : 

   (a) Air heaters and hot air distributors of heading 73.22 which can also distribute 

fresh or conditioned air. 

   (b) Non-reversible heat pumps of heading 84.18. 

 

   (c) Apparatus which, although incorporating a motor-driven fan, has the sole 

function of changing either the temperature or humidity of the air (headings 

84.79, 85.16, etc.). 

 

                                       ・ 

                                     ・  ・ 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関税率表解説改正（案） 
新  旧 

84.15 エアコンディショナー（動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化させる機構

を有するものに限るものとし、湿度のみを単独で調節することができないものを

含む。） 

                 （ 省 略 ） 

 

                                       * 

                                     *   * 

  この項には、次の物品を含まない。 

 （ａ）73.22 項のエアヒーター及び温風分配器で新鮮な又は調節した空気を供給するこ

とができるもの 

（ｂ）84.18 項の非可逆式ヒートポンプ及びエアコンディショナー用の冷却装置 

 （ｃ）動力駆動式のファンを自蔵する機器で、空気の温度又は湿度のいずれか一つのみ

調節する機能を有するもの（84.79、85.16 等） 

  

                                       * 

                                     *   * 

  

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

84.15 エアコンディショナー（動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化させる機構

を有するものに限るものとし、湿度のみを単独で調節することができないものを

含む。） 

                 （ 省 略 ） 

 

                                       * 

                                     *   * 

  この項には、次の物品を含まない。 

 （ａ）73.22 項のエアヒーター及び温風分配器で新鮮な又は調節した空気を供給するこ

とができるもの 

 （ｂ）84.18 項の非可逆式ヒートポンプ 

 （ｃ）動力駆動式のファンを自蔵する機器で、空気の温度又は湿度のいずれか一つのみ

調節する機能を有するもの（84.79、85.16 等） 

  

                                       * 

                                     *   * 

  

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関税率表解説改正（案） 
新  旧 

84.18  REFRIGERATORS, FREEZERS AND OTHER REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPMENT, 

ELECTRIC OR OTHER; HEAT PUMPS OTHER THAN AIR CONDITIONING MACHINES OF 

HEADING 84.15. 

                 （ 省 略 ） 

(I) REFRIGERATORS, FREEZERS AND OTHER REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPMENT 

                 （ 省 略 ） 

  (A) （ 省 略 ） 

  (B) ABSORPTION TYPE REFRIGERATORS 

                 （ 省 略 ） 

                                       * 

                                     *   * 

      Apparatus of the foregoing kinds are classified in this heading if in the 

following forms : 

   (1) Units comprising a compressor (with or without motor) and condenser mounted 

on a common base, whether or not complete with evaporator; or self-contained 

absorption units. (These units are commonly fitted into domestic-type 

refrigerators or other refrigerating cabinets.) Certain compression type 

machines, known as " liquid-cooling units ", combine on a common base (with 

or without condensers), compressors and a heat exchanger containing an 

evaporator and tubing carrying the liquid to be cooled. 

       These latter machines include those known as “chillers”, which are used 

in air conditioning systems. 

 

   (2),(3) （ 省 略 ） 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

 

 

 

84.18  REFRIGERATORS, FREEZERS AND OTHER REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPMENT, 

ELECTRIC OR OTHER; HEAT PUMPS OTHER THAN AIR CONDITIONING MACHINES OF 

HEADING 84.15. 

                 （ 省 略 ） 

(I) REFRIGERATORS, FREEZERS AND OTHER REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPMENT 

                 （ 省 略 ） 

  (A) （ 省 略 ） 

  (B) ABSORPTION TYPE REFRIGERATORS 

                 （ 省 略 ） 

                                       * 

                                     *   * 

      Apparatus of the foregoing kinds are classified in this heading if in the 

following forms : 

   (1) Units comprising a compressor (with or without motor) and condenser mounted 

on a common base, whether or not complete with evaporator; or self-contained 

absorption units. (These units are commonly fitted into domestic-type 

refrigerators or other refrigerating cabinets.) Certain compression type 

machines, known as " liquid-cooling units ", combine on a common base (with 

or without condensers), compressors and a heat exchanger containing an 

evaporator and tubing carrying the liquid to be cooled. 

 

 

 

   (2),(3) （ 省 略 ） 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

 

 

 



関税率表解説改正（案） 
新  旧 

84.18 冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器（電気式であるかないかを問わ

ない。）及びヒートポンプ（84.15 項のエアコンディショナーを除く。） 

                 （ 省 略 ） 

（Ⅰ）冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器 

                 （ 省 略 ） 

 （Ａ） （ 省 略 ） 

 （Ｂ）吸収式冷凍機 

                 （ 省 略 ） 

                                       * 

                                     *   * 

   前述の機器は、次のような型式のものであってもこの項に属する。 

  （１）同床に取り付けた圧縮機（原動機を有するか有しないかを問わない。）と凝縮

器（蒸発器を備えているかいないかを問わない。）とから成るユニット又は自蔵

式の吸収ユニット（これらのユニットは、通常家庭用冷蔵庫又は他の冷蔵キャビ

ネットに組み込まれる。）及び「液体冷却ユニット」として知られる圧縮式冷凍

機（圧縮機と熱交換器（蒸発器及び冷却される液体を移送する管を有する。）と

を同床に取り付けたもので、凝縮器を有するか有しないかを問わない。） 

     自蔵式の吸収ユニット及び圧縮式冷凍機には、エアコンディショナーに使用さ

れる「冷却装置」として知られる機械を含む。 

 

  （２）,（３）（ 省 略 ） 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

84.18 冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器（電気式であるかないかを問わ

ない。）及びヒートポンプ（84.15 項のエアコンディショナーを除く。） 

                 （ 省 略 ） 

（Ⅰ）冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器 

                 （ 省 略 ） 

 （Ａ） （ 省 略 ） 

 （Ｂ）吸収式冷凍機 

                 （ 省 略 ） 

                                       * 

                                     *   * 

   前述の機器は、次のような型式のものであってもこの項に属する。 

  （１）同床に取り付けた圧縮機（原動機を有するか有しないかを問わない。）と凝縮

器（蒸発器を備えているかいないかを問わない。）とから成るユニット又は自蔵

式の吸収ユニット（これらのユニットは、通常家庭用冷蔵庫又は他の冷蔵キャビ

ネットに組み込まれる。）及び「液体冷却ユニット」として知られる圧縮式冷凍

機（圧縮機と熱交換器（蒸発器及び冷却される液体を移送する管を有する。）と

を同床に取り付けたもので、凝縮器を有するか有しないかを問わない。） 

 

 

 

  （２）,（３）（ 省 略 ） 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関税率表解説改正（案） 
新  旧 

84.25  PULLEY TACKLE AND HOISTS OTHER THAN SKIP HOISTS; WINCHES AND CAPSTANS; 

JACKS. 

                 （ 省 略 ） 

(III) JACKS 

    Jacks are designed to raise heavy loads through short distances. The heading 

includes rack and pawl jacks, screw jacks in which the screw is raised by rotation 

or by rotating a nut fixed in the jack base, and telescopic screw jacks operated 

by the action of two or more concentric screws, the outer screw turning in the 

nut in the jack base. 

    In hydraulic or pneumatic jacks, the lifting piston is forced along a cylinder 

by pressure generated in a pump or compressor which may be separate or built-in.

    Special types of jacks include : 

   (1)-(4)（ 省 略 ） 

 

   (5) Jacks for firmly anchoring cranes, heavy lorries, mobile workshops, guns, 

etc.. 

 

   (6)-(8)（ 省 略 ） 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.25  PULLEY TACKLE AND HOISTS OTHER THAN SKIP HOISTS; WINCHES AND CAPSTANS; 

JACKS. 

                 （ 省 略 ） 

(III) JACKS 

    Jacks are designed to raise heavy loads through short distances. The heading 

includes rack and pawl jacks, screw jacks in which the screw is raised by rotation 

or by rotating a nut fixed in the jack base, and telescopic screw jacks operated 

by the action of two or more concentric screws, the outer screw turning in the 

nut in the jack base. 

    In hydraulic or pneumatic jacks, the lifting piston is forced along a cylinder 

by pressure generated in a pump or compressor which may be separate or built-in. 

    Special types of jacks include : 

   (1)-(4)（ 省 略 ） 

 

   (5) Jacks for firmly anchoring cranes, heavy lorries, mobile workshops, guns, 

etc., when parked. 

 

   (6)-(8)（ 省 略 ） 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関税率表解説改正（案） 
新  旧 

84.25 プーリータックル、ホイスト（スキップホイストを除く。）、ウインチ、キャプス

タン及び 

                 （ 省 略 ） 

（Ⅲ）ジャッキ 

   ジャッキは、重量物を短い距離だけ持ち上げるように作られている。この項には、

ラックジャッキ（歯ざおとつめとにより作動するもの）、ねじジャッキ（ねじ棒がそ

れ自身の回転又はジャッキ本体に取り付けてあるナットの回転によって上昇するも

の）及び入れ子式ねじジャッキ２本以上の同心ねじ棒の働きにより、外側のねじがジ

ャッキ本体中のナット内で回転して作動するもの）を含む。 

   液圧式又はニューマチック式のジャッキの場合には、持上げ用ピストンが、独立

した若しくは内蔵するポンプ又は圧縮機で発生した圧力により、シリンダーに沿って

動かされる。 

   特殊な型式のジャッキとしては、次の物品がある。 

  （１）-（４）（ 省 略 ） 

 

  （５）クレーン、重量貨物自動車、工作車、大砲等を地面に固定するためのジャッキ

 

 

  （６）-（８）（ 省 略 ） 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

84.25 プーリータックル、ホイスト（スキップホイストを除く。）、ウインチ、キャプス

タン及び 

                 （ 省 略 ） 

（Ⅲ）ジャッキ 

   ジャッキは、重量物を短い距離だけ持ち上げるように作られている。この項には、

ラックジャッキ（歯ざおとつめとにより作動するもの）、ねじジャッキ（ねじ棒がそ

れ自身の回転又はジャッキ本体に取り付けてあるナットの回転によって上昇するも

の）及び入れ子式ねじジャッキ２本以上の同心ねじ棒の働きにより、外側のねじがジ

ャッキ本体中のナット内で回転して作動するもの）を含む。 

   液圧式又はニューマチック式のジャッキの場合には、持上げ用ピストンが、独立

した若しくは内蔵するポンプ又は圧縮機で発生した圧力により、シリンダーに沿って

動かされる。 

   特殊な型式のジャッキとしては、次の物品がある。 

  （１）-（４）（ 省 略 ） 

 

  （５）クレーン、重量貨物自動車、工作車、大砲等を静止中に地面に固定するための

ジャッキ 

 

  （６）-（８）（ 省 略 ） 

 

                 （ 省 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関税率表解説改正（案） 
新 旧 

85.31  ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS (FOR EXAMPLE, BELLS, SIRENS, 

INDICATOR PANELS, BURGLAR OR FIRE ALARMS), OTHER THAN THOSE OF HEADING 85.12 

OR 85.30. 

                 （ 省 略 ） 

 

                     * 

                    *   * 

    The heading also excludes : 

(a) Switches and switch-panels, whether or not incorporating simple indicating 

  lights (heading 85.36 or 85.37). 

(b) Fire alarms incorporating smoke detectors containing a radioactive 

  substance (heading 90.22). 

  (c) LCD displays that meet the criteria for a monitor (heading 84.71), video monitor 

(heading 85.28) or a television receiver (heading 85.28). 

 

 

 

 

 

 

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。） 

                 （ 省 略 ） 

 

                     * 

                    *   * 

    この項には、次の物品を含まない。 

 （ａ）スイッチ及びスイッチ盤（簡単な表示灯を自蔵するかしないかを問わない。） 

  （85.36 又は 85.37） 

 （ｂ）火災警報器で、放射性物質を内蔵する煙感知器を有するもの（90.22） 

（ｃ）液晶ディスプレイで、モニタ－（84.71）、ビデオモニタ－（85.28）又はテレビ

ジョン受像機（85.28）の範囲に含まれるもの 

 

85.31  ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS (FOR EXAMPLE, BELLS, SIRENS, 

INDICATOR PANELS, BURGLAR OR FIRE ALARMS), OTHER THAN THOSE OF HEADING 85.12 

OR 85.30. 

                 （ 省 略 ） 

 

                     * 

                    *   * 

    The heading also excludes : 

(a) Switches and switch-panels, whether or not incorporating simple indicating  

  lights (heading 85.36 or 85.37). 

(b) Fire alarms incorporating smoke detectors containing a radioactive 

  substance (heading 90.22). 

(c) LCD displays are only classified under this heading when they do not meet 

  the criteria for a monitor (heading 84.71), video monitor (heading 85.28) or  

  a television receiver (heading 85.28). 

 

 

 

 

 

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。） 

                 （ 省 略 ） 

 

                     * 

                    *   * 

    この項には、次の物品を含まない。 

 （ａ）スイッチ及びスイッチ盤（簡単な表示灯を自蔵するかしないかを問わない。） 

  （85.36 又は 85.37） 

 （ｂ）火災警報器で、放射性物質を内蔵する煙感知器を有するもの（90.22） 

（ｃ）液晶ディスプレイは、モニタ－（84.71）、ビデオモニタ－（85.28）又はテレビ

ジョン受像機（85.28）の範囲に含まれない場合に限り、この項に属する。 

 

 

 


