
関税番号 品　　　　　　　　　　　　名
1.Pollution Management

1.1Air Pollution Control
2521.00 石灰石とその他の石灰質の岩石（石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。）
7019.90 その他のガラス製品 ex 空気汚染物質の分離、沈殿に供するもの
(8404) （8402,8404項のボイラーに用いる補助機器・蒸気原動機用復水器）
8404.10 補助機器
8404.20 蒸気原動機用復水器
8405.10 発生炉ガス発生器、水性ガス発生器、アセチレンガス発生器、その他類する湿式ガス発生器 ex 清浄機を有するもの
(8414) （気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機、ファン、換気用、循環器用フード）
8414.10 真空ポンプ
8414.30 エアコンプレッサー（冷蔵用又は冷凍用の機器に使用する種類のものに限る。）
8414.40 エアコンプレッサー（けん引用の車輪付きシャシを取り付けたものに限る。）
8414.59 ファン（8414.51に該当しないもの）
8414.80 その他のもの
8414.90 部分品
8419.40 蒸留用、精留用の機器
8419.60 気体液化装置
8419.89 蒸留、精留、温度変化等の方法により材料を処理する機器 ex 温度変化により材料を処理する機器
8421.39 気体の濾過器、清浄機（内燃機関の吸気用のものを除く）
8421.99 気体、液体の濾過器、清浄機の部分品
8424.90 噴霧器の部分品
8509.10 真空式掃除機 ex ジェットターン掃除機

1.2Waste Water Management
7325.10 その他の鋳造製品（非可鍛鋳鉄性のもの）
(8413) （液体ポンプ及び液体エレベーター）
8413.20 ハンドポンプ（8413.11項,8413.19項の物品を除く。）
8413.50 その他の往復容積式ポンプ
8413.60 回転容積式ポンプ（燃料・潤滑油供給用以外のもの）
8413.70 遠心ポンプ（燃料・潤滑油供給用以外のもの）
(8421) （遠心分離機、液体・気体の濾過器、清浄機）
8421.19 遠心分離器（クリーム分離器、衣類脱水器を除く）
8421.21 水の濾過器、清浄器
8421.29 その他の液体濾過器、清浄器
8421.91 遠心分離器の部分品
(8423) （重量測定機器）
8423.81 最大ひょう量が30キログラム以下のもの
8423.82 最大ひょう量が30キログラムを越え5000キログラム以下のもの
8423.89 その他
8428.33 持ち上げ用、荷扱い用、積込用、荷下ろし用の機械（ベルト型） ex 土壌、スラリーを運搬する用途のもの
8436.80 農業、園芸、林業、家禽飼育用の機械 ex 温水により発育する雑草を除去するためのもの
8479.82 混合用、捏和用、破砕用、粉砕用の機械 ex 汚水処理用のかきまぜ機
8479.89 その他の機械類 ex ゴミ収縮機



関税番号 品　　　　　　　　　　　　名
(8481) コック、弁、その他類する物品
8481.10 減圧弁
8481.30 逆止弁
8481.40 安全弁及び逃がし弁
8481.80 その他の物品
8543.89 電気機器の部分品 ex オゾン生成システム

1.3Monitoring/Analysis
6909.19 陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品 ex 理化学用に用いられるもの
(9015) （土地・水路・海洋測量用及び地球物理学用機器）
9015.40 写真測量用機器
9015.80 その他の機器
9015.90 部分品、付属品
(9022) （エックス線、アルファ線、ベータ線、ガンマ線を使用する機器）
9022.29 医療用・獣医用以外の用途に供するもの
9022.90 その他のもの（部分品・付属品を含む） ex 9022.29の部分品、付属品
(9025) （ハイドロメーター、浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計、乾湿球湿度計）
9025.11 温度計・パイロメーター（液体封入のもの）
9025.19 温度計・パイロメーター（その他のもの）
9025.80 その他の機器
9025.90 部分品・付属品
(9026) （液体・気体の流量、液位、圧力その他の変位を測定する機器）
9026.10 液体流量、液位測定用のもの
9026.20 圧力の測定・検査用のもの
9026.80 その他のもの
9026.90 部分品・付属品
(9027) （物理分析用、化学分析用の機器）
9027.10 ガス・煙の分析機器
9027.20 クロマトグラフ及び電気泳働装置
9027.30 分光計、分光光度計
9027.40 露出計
9027.50 その他の機器（紫外線、赤外線、可視光線を使用するもの）
9027.80 その他の機器（紫外線、赤外線、可視光線を使用しないもの）
9027.90 ミクロトーム、部分品、付属品
(9028) （気体用、液体用、電気用の積算機器及び検定用計器）
9028.10 ガス用計器
9028.20 液体用計器
9028.30 電気用計器
9028.90 部分品・付属品
9030.10 電離放射線測定用、検出用の機器
9030.20 陰極線オシロスコープ、陰極線オシログラフ
9030.31 マルチメーター
9030.39 その他のもの



関税番号 品　　　　　　　　　　　　名
9030.83 その他の機器（半導体ウエハ、半導体デバイス測定用のものを除く）（記憶装置あり）
9030.89 その他の機器（半導体ウエハ、半導体デバイス測定用のものを除く）（記憶装置なし）
9030.90 部分品・付属品
(9031) （測定・検査用機器）
9031.10 釣合試験機
9031.20 テストベンチ
9031.30 輪郭投影機
9031.49 その他の光学式機器（半導体検査用の機器を除く）
9031.80 その他の検査・測定用機器
9031.90 部分品・付属品
(9032) （自動調整機器）
9032.10 サーモスタット
9032.20 マノスタット
9032.81 その他の自動調整機器（液体式または気体式のもの）
9032.89 その他の自動調整機器（液体式または気体式以外のもの）
9032.90 部分品・付属品
9033.00 90類の部分品・付属品（他の項に該当するものを除く）



関税番号 品　　　　　　　　　　　　名
1.4Solid Waste Management

6810.99 セメント製品、コンクリート製品、人造石製品
(7017) （理化学用・衛生用のガラス製品）
7017.10 石英ガラス製のもの
7017.20 その他のガラス製のもの
7017.90 その他のもの
7806.00 その他の鉛製品
8417.80 炉（鉱石・金属ばい焼用のもの、ベーカリーオーブンを除く） ex 焼却炉
8417.90 炉の部分品 ex 焼却炉の部分品
8462.91 液圧プレス ex 水圧式の金属用シュレッダー、ベイラー
8464.90 石、陶磁器、ガラス等の加工機械・冷間加工機械（のこ盤、研削盤を除く） ex ガラスの冷間加工機械
8472.90 事務用機器 ex 紙シュレッダー
8474.10 選別器、ふるいわけ器、分離器、洗浄機 ex 石炭の選別、洗浄用のもの
8474.39 混合機、捏和機 ex 土、石、砂等を混合・捏和するためのもの
8475.29 ガラスまたはその製品の熱間加工用機械（光ファイバー製造機械を除く）
8479.82 混合用・捏和用・均質化用・かくはん用の機械 ex マグネット・セパレーター
8479.89 その他の機械類 ex 放射性廃棄物を圧縮するもの
8479.90 機械類の部分品 ex ゴミ収縮機の部分品
8480.50 ガラス成型用の型
8505.90 電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化していないもの ex 電磁石
(8514) （工業用、理化学用電気炉）
8514.10 抵抗加熱炉 ex 廃棄物焼却炉、その他廃棄物処理のためのもの
8514.20 電磁誘導式、誘電損失により機能する炉
8514.30 その他の炉
8514.90 部分品
8516.29 電気式瞬間湯沸器その他の電熱機器 ex 電気的に空気、土壌を熱する機械
8705.90 特殊用途自動車 ex 排気物処理車
9013.20 レーザー（レーザーダイオードを除く） ex 固形廃棄物処理に使用されるもの
(9603) （ほうき及びブラシ）
9603.10 ほうき及びブラシ（小枝その他の植物性材料を結束したものに限る）
9603.50 その他のブラシ（機械類又は車両の部分品を構成するものに限る。）
9603.90 その他のもの ex 床掃除機

1.5Remediation/cleanup
8418 冷蔵庫 ex 除菌イオン冷蔵庫
8907.10 膨張式いかだ ex 石油流出防止用のもの
8907.90 その他の浮き構造物 ex 汚染防止用棒

1.6Noise/Vibration abatement
8409.91 8407,8408に属するエンジンに使用される部品（ピストン式火花点火内燃機関に使用するもの） ex 消音器
8409.99 8407,8409に属するエンジンに使用される部品（その他のもの） ex ディーゼル、セミディーゼルエンジン用消音器
8708.92 消音装置及び排気管
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2.Cleaner Technology and products

48類 紙・パルプ類 ex リサイクル紙
8415 エアコンディショナー ex インバータエアコン
8415 エアコンディショナー（その他） ex 除湿機
8415.90 エアコンディショナーの部分品 ex 温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
8418 冷蔵庫 ex ノンフロンのもの
8418 冷蔵庫 ex インバータ冷蔵庫
8422.11 家庭用皿洗い機 ex 節水型食器洗浄機
8422.11 皿洗器、清浄用、乾燥用の機械 ex 超音波食器洗浄機
8422.11 皿洗器、清浄用、乾燥用の機械 ex 節洗剤型食器洗浄機
8450 洗濯機 ex 節水型洗濯機
8450 洗濯機 ex 超音波洗濯機
8450 洗濯機 ex 節洗剤型洗濯機
8471.70 記憶装置 ex DVD-ROM
8509.80 電動機を自蔵する家庭用電気機器 ex 生ゴミ処理機
8516.50 マイクロ波オーブン ex 省エネ型電子レンジ
8516.60 オーブン、クッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及びロースター ex IH電磁調理器
8516.79 その他の電熱機器（その他） ex IH炊飯器
8521.30 ビデオプロジェクター ex 液晶式のもの
8526.91 航行用無線機器 ex 渋滞情報の受信が可能なカーナビゲーションシステム
8528.12 テレビジョン受像機器 ex PDP型のもの
8528.12 テレビジョン受像機器 ex 液晶式のもの
8528.21 ビデオモニター ex 液晶式のもの
8703.22 乗用自動車その他の自動車 ex ハイブリッド・カー
8703.90 乗用自動車その他の自動車 ex 低公害車
8901.20 タンカー ex 二重の覆いが施された油送船
9013.80 液晶デバイス
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3.Resource Management

1.1Renewable energy Plant
(8410) （液体タービン、水車及びこれらの調速機）
8410.11 出力1000kw以下
8410.12 出力1000kw超10000kw以下
8410.13 出力10000kw超
8410.90 部分品（調速機を含む）
8413.81 ポンプ ex 風車用ポンプ
8413.81 液体ポンプ ex ヒートポンプ
8414.80 気体ポンプ ex ヒートポンプ
8419.19 湯沸かし器 ex 太陽熱による湯沸かし器
8419.19 湯沸かし器 ex オイル、ガス以外の燃料によるバーナー
8419.19 瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器（ガス式を除く） ex 余熱による湯沸器
8502.31 風力式発電機
8506.80 電動機及び発電機 ex 燃料電池
8516.10 液体ポンプ ex ヒートポンプ給湯器
8541.40 光電性半導体デバイス及び発光ダイオード ex 太陽光発電システム
8541.40 光電性半導体デバイス及び発光ダイオード ex ソーラー・パネル
8541.40 光電性半導体デバイス及び発光ダイオード ex ソーラー・セル

1.2Heat/Energy savings and management
7008.00 断熱用複層ガラス
(8419) （温度変化により材料を処理する機器及び湯沸かし器）
8419.50 熱交換装置
8419.90 部分品 ex 熱交換装置の部分品
8539.31 熱陰極蛍光放電管

1.3Other Recycling System
6309.00 中古の衣類その他の物品
6310 ぼろ及びくず
8422.20 瓶その他の容器の清浄、乾燥に使用する機械
8474.32 鉱物性物質とビチューメンの混合機 ex アスファルト再利用に使用されるもの
8479.82 混合用、捏和用、破砕用、粉砕用の機械 ex 捏和用以外のもの


