
JICFS分類コード表一覧
JICFS分類マスタ（一般）

2010.1.14

JICFS分類 漢字分類名（20文字） カナ分類名（14文字） 分類略称（14文字）

1 食　品 ｼﾖｸﾋﾝ 食　品
11 加工食品 ｶｺｳｼﾖｸﾋﾝ 加工食品
1101 調味料 ﾁﾖｳﾐﾘﾖｳ 調味料
110101 醤油 ｼﾖｳﾕ 醤油
110103 砂糖 ｻﾄｳ 砂糖
110105 低カロリー甘味料 ﾃｲｶﾛﾘ-ｶﾝﾐﾘﾖｳ 低カロリー甘味料
110107 味噌 ﾐｿ 味噌
110109 食塩 ｼﾖｸｴﾝ 食塩
110111 食酢 ｼﾖｸｽ 食酢
110113 合わせ酢（和風） ﾜﾌｳｱﾜｾｽ 合わせ酢（和風）
110115 みりん風調味料 ﾐﾘﾝﾌｳﾁﾖｳﾐﾘﾖｳ みりん風調味料
110117 料理用日本酒 ﾘﾖｳﾘﾖｳ ﾆﾎﾝｼﾕ 料理用日本酒
110119 料理用ワイン ﾘﾖｳﾘﾖｳ ﾜｲﾝ 料理用ワイン
110121 風味調味料 ﾌｳﾐﾁﾖｳﾐﾘﾖｳ 風味調味料
110123 液体だし ｴｷﾀｲﾀﾞｼ 液体だし
110125 単一・複合調味料 ﾀﾝｲﾂ,ﾌｸｺﾞｳﾁﾖｳﾐ 単一・複合調味料
110129 ソース ｿ-ｽ ソース
110131 ケチャップ ｹﾁﾔﾂﾌﾟ ケチャップ
110133 焼き肉のたれ ﾔｷﾆｸﾉﾀﾚ 焼き肉のたれ
110135 その他のたれ ｿﾉﾀﾉﾀﾚ その他のたれ
110137 マヨネーズ ﾏﾖﾈ-ｽﾞ マヨネーズ
110139 ドレッシング ﾄﾞﾚﾂｼﾝｸﾞ ドレッシング
110141 香辛料（からし・わさび以外） ｺｳｼﾝﾘﾖｳ(ｶﾗｼﾜｻﾋ 香辛料（からし・わさび以外）
110142 からし・わさび ｶﾗｼ,ﾜｻﾋﾞ からし・わさび
110143 つゆ ﾂﾕ つゆ
110149 中華調味料 ﾁﾕｳｶﾁﾖｳﾐﾘﾖｳ 中華調味料
110197 その他調味料 ｿﾉﾀﾁﾖｳﾐﾘﾖｳ その他調味料
1102 食用油 ｼﾖｸﾖｳｱﾌﾞﾗ 食用油
110203 ゴマ油 ｺﾞﾏｱﾌﾞﾗ ゴマ油
110205 サラダ油・天ぷら油 ｻﾗﾀﾞ,ﾃﾝﾌﾟﾗｱﾌﾞﾗ サラダ油・天ぷら油
110207 動物性油脂 ﾄﾞｳﾌﾞﾂｾｲﾕｼ 動物性油脂
110209 オリーブ油 ｵﾘ-ﾌﾞﾕ オリーブ油
110211 香味油 ｺｳﾐﾕ 香味油
110297 その他食用油 ｿﾉﾀｼﾖｸﾖｳｱﾌﾞﾗ その他食用油
1103 スプレッド類 ｽﾌﾟﾚﾂﾄﾞﾙｲ スプレッド類
110301 ピーナッツ・チョコクリーム ﾋﾟ-ﾅﾂﾂ,ﾁﾖｺｸﾘ-ﾑ ピーナッツ・チョコクリーム
110303 ジャム・マーマレード ｼﾞﾔﾑ,ﾏ-ﾏﾚ-ﾄﾞ ジャム・マーマレード
110397 その他スプレッド類 ｿﾉﾀｽﾌﾟﾚﾂﾄﾞﾙｲ その他スプレッド類
1104 乳製品 ﾆﾕｳｾｲﾋﾝ 乳製品
110401 バター ﾊﾞﾀ- バター
110403 マーガリン・ファットスプレッド類 ﾏ-ｶﾞﾘﾝ,ﾌｱﾂﾄｽﾌﾟ マーガリン・ファットスプレッ
110405 チーズ ﾁ-ｽﾞ チーズ
110407 インスタントクリームパウダー ｲﾝｽﾀﾝﾄｸﾘ-ﾑﾊﾟｳﾀ インスタントクリームパウダー
110409 スキムミルク ｽｷﾑﾐﾙｸ スキムミルク
110411 練りミルク ﾈﾘﾐﾙｸ 練りミルク
110413 フレッシュクリーム ﾌﾚﾂｼﾕｸﾘ-ﾑ フレッシュクリーム
110415 ホイップクリーム ﾎｲﾂﾌﾟｸﾘ-ﾑ ホイップクリーム
110497 その他乳製品 ｿﾉﾀﾆﾕｳｾｲﾋﾝ その他乳製品
1105 調理品 ﾁﾖｳﾘﾋﾝ 調理品
110501 インスタントカレー ｲﾝｽﾀﾝﾄｶﾚ- インスタントカレー
110502 調理済みカレー ﾁﾖｳﾘｽﾞﾐｶﾚ- 調理済みカレー
110503 インスタントシチュー ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾁﾕ- インスタントシチュー
110504 調理済みシチュー ﾁﾖｳﾘｽﾞﾐｼﾁﾕ- 調理済みシチュー
110505 ソースミックス ｿ-ｽﾐﾂｸｽ ソースミックス
110507 中華料理の素 ﾁﾕｳｶﾘﾖｳﾘﾉﾓﾄ 中華料理の素
110509 まぜ御飯の素 ﾏｾﾞｺﾞﾊﾝﾉﾓﾄ まぜ御飯の素
110511 米飯加工品 ﾍﾞｲﾊﾝｶｺｳﾋﾝ 米飯加工品
110513 レンジ専用食品 ﾚﾝｼﾞｾﾝﾖｳｼﾖｸﾋﾝ レンジ専用食品
110515 ふりかけ ﾌﾘｶｹ ふりかけ
110517 お茶漬の素 ｵﾁﾔﾂﾞｹﾉﾓﾄ お茶漬の素
110597 その他調理品 ｿﾉﾀﾁﾖｳﾘﾋﾝ その他調理品
1106 スープ ｽ-ﾌﾟ スープ
110601 調理用スープ ﾁﾖｳﾘﾖｳｽ-ﾌﾟ 調理用スープ
110603 インスタントスープ ｲﾝｽﾀﾝﾄｽ-ﾌﾟ インスタントスープ
110605 インスタント味噌汁・吸物 ｲﾝｽﾀﾝﾄﾐｿｼﾙ,ｽｲﾓ インスタント味噌汁・吸物
110697 その他スープ ｿﾉﾀｽ-ﾌﾟ その他スープ
1107 冷凍食品 ﾚｲﾄｳｼﾖｸﾋﾝ 冷凍食品
110701 冷凍水産素材 ﾚｲﾄｳ ｽｲｻﾝｿｻﾞｲ 冷凍水産素材
110703 冷凍畜産素材 ﾚｲﾄｳ ﾁｸｻﾝｿｻﾞｲ 冷凍畜産素材
110705 冷凍農産素材 ﾚｲﾄｳ ﾉｳｻﾝｿｻﾞｲ 冷凍農産素材
110707 冷凍調理 ﾚｲﾄｳ ﾁﾖｳﾘ 冷凍調理
110721 冷凍ピザ・グラタン類 ﾚｲﾄｳ ﾋﾟｻﾞｸﾞﾗﾀﾝ 冷凍ピザ・グラタン類
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110723 冷凍麺 ﾚｲﾄｳ ﾒﾝ 冷凍麺
110725 冷凍米飯加工品 ﾚｲﾄｳ ﾍﾞｲﾊﾝｶｺｳﾋ 冷凍米飯加工品
110791 氷 ｺｵﾘ 氷
110797 その他冷凍食品 ｿﾉﾀﾚｲﾄｳｼﾖｸﾋﾝ その他冷凍食品
1108 缶詰 ｶﾝﾂﾞﾒ 缶詰
110801 水産缶詰（マグロ・カツオ以外） ｽｲｻﾝｶﾝﾂﾞﾒ 水産缶詰（マグロ・カツオ以外
110802 マグロ・カツオ缶詰 ﾏｸﾞﾛ,ｶﾂｵｶﾝﾂﾞﾒ マグロ・カツオ缶詰
110803 野菜缶詰 ﾔｻｲ ｶﾝﾂﾞﾒ 野菜缶詰
110805 果実・デザート缶詰 ｶｼﾞﾂ,ﾃﾞｻﾞ-ﾄｶﾝﾂ 果実・デザート缶詰
110807 畜産缶詰 ﾁｸｻﾝｶﾝﾂﾞﾒ 畜産缶詰
110897 その他缶詰 ｿﾉﾀｶﾝﾂﾞﾒ その他缶詰
1110 粉類 ｺﾅﾙｲ 粉類
111001 小麦粉 ｺﾑｷﾞｺ 小麦粉
111003 天ぷら粉 ﾃﾝﾌﾟﾗｺ 天ぷら粉
111005 パン粉 ﾊﾟﾝｺ パン粉
111007 唐揚げ粉類 ｶﾗｱｹﾞｺﾙｲ 唐揚げ粉類
111009 片栗粉 ｶﾀｸﾘｺ 片栗粉
111011 きな粉 ｷﾅｺ きな粉
111015 米粉 ﾍﾞｲﾌﾝ 米粉
111097 その他粉類 ｿﾉﾀ ｺﾅﾙｲ その他粉類
1111 ホームメイキング材料 ﾎ-ﾑﾒｲｷﾝｸﾞｻﾞｲﾘﾖ ホームメイキング材料
111101 プレミックス ﾌﾟﾚﾐﾂｸｽ プレミックス
111105 蜂蜜 ﾊﾁﾐﾂ 蜂蜜
111107 水飴 ﾐｽﾞｱﾒ 水飴
111109 シロップ ｼﾛﾂﾌﾟ シロップ
111111 生地・皮 ｷｼﾞ,ｶﾜ 生地・皮
111113 デザートの素 ﾃﾞｻﾞ-ﾄﾉﾓﾄ デザートの素
111197 その他ホームメイキング材料 ｿﾉﾀﾎ-ﾑﾒｲｷﾝｸﾞｻﾞ その他ホームメイキング材料
1112 麺類 ﾒﾝﾙｲ 麺類
111201 インスタント袋麺 ｲﾝｽﾀﾝﾄﾌｸﾛﾒﾝ インスタント袋麺
111203 カップ麺 ｶﾂﾌﾟﾒﾝ カップ麺
111205 乾麺 ｶﾝﾒﾝ 乾麺
111207 生麺・ゆで麺 ﾅﾏﾒﾝ,ﾕﾃﾞﾒﾝ 生麺・ゆで麺
111209 スパゲッティ ｽﾊﾟｹﾞﾂﾃｲ スパゲッティ
111211 マカロニ ﾏｶﾛﾆ マカロニ
111297 その他麺類 ｿﾉﾀﾒﾝﾙｲ その他麺類
1113 パン・シリアル類 ﾊﾟﾝ,ｼﾘｱﾙﾙｲ パン・シリアル類
111301 食パン ｼﾖｸﾊﾟﾝ 食パン
111303 菓子パン ｶｼﾊﾟﾝ 菓子パン
111305 調理パン ﾁﾖｳﾘﾊﾟﾝ 調理パン
111307 シリアル類 ｼﾘｱﾙﾙｲ シリアル類
111397 その他パン ｿﾉﾀﾊﾟﾝ その他パン
1114 穀物 ｺｸﾓﾂ 穀物
111401 米 ｺﾒ 米
111405 包装餅 ﾎｳｿｳﾓﾁ 包装餅
111497 その他穀物 ｿﾉﾀｺｸﾓﾂ その他穀物
1115 加工肉類 ｶｺｳﾆｸﾙｲ 加工肉類
111501 畜肉ハム ﾁｸﾆｸﾊﾑ 畜肉ハム
111503 畜肉ソーセージ ﾁｸﾆｸｿ-ｾ-ｼﾞ 畜肉ソーセージ
111505 魚肉ハム ｷﾞﾖﾆｸﾊﾑ 魚肉ハム
111507 魚肉ソーセージ ｷﾞﾖﾆｸｿ-ｾ-ｼﾞ 魚肉ソーセージ
111509 焼き豚 ﾔｷﾌﾞﾀ 焼き豚
111511 ベーコン ﾍﾞ-ｺﾝ ベーコン
111597 その他加工肉類 ｿﾉﾀｶｺｳﾆｸﾙｲ その他加工肉類
1116 練り製品 ﾈﾘｾｲﾋﾝ 練り製品
111601 蒲鉾 ｶﾏﾎﾞｺ 蒲鉾
111603 竹輪 ﾁｸﾜ 竹輪
111605 はんぺん ﾊﾝﾍﾟﾝ はんぺん
111607 揚げ物 ｱｹﾞﾓﾉ 揚げ物
111697 その他練り製品 ｿﾉﾀﾈﾘｾｲﾋﾝ その他練り製品
1117 漬物・佃煮 ﾂｹﾓﾉ,ﾂｸﾀﾞﾆ 漬物・佃煮
111701 漬物 ﾂｹﾓﾉ 漬物
111703 佃煮 ﾂｸﾀﾞﾆ 佃煮
111705 いりぬか・漬け物の素 ｲﾘﾇｶ,ﾂｹﾓﾉﾉﾓﾄ いりぬか・漬け物の素
111797 その他漬物・佃煮 ｿﾉﾀﾂｹﾓﾉ,ﾂｸﾀﾞﾆ その他漬物・佃煮
1118 水物 ﾐｽﾞﾓﾉ 水物
111801 豆腐 ﾄｳﾌ 豆腐
111803 コンニャク ｺﾝﾆﾔｸ コンニャク
111805 油揚げ ｱﾌﾞﾗｱｹﾞ 油揚げ
111807 納豆 ﾅﾂﾄｳ 納豆
111897 その他水物 ｿﾉﾀﾐｽﾞﾓﾉ その他水物
1119 惣菜類 ｿｳｻﾞｲﾙｲ 惣菜類
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111901 サラダ ｻﾗﾀﾞ サラダ
111903 煮豆 ﾆﾏﾒ 煮豆
111905 和惣菜 ﾜｿｳｻﾞｲ 和惣菜
111907 中華惣菜 ﾁﾕｳｶｿｳｻﾞｲ 中華惣菜
111909 洋惣菜 ﾖｳｿｳｻﾞｲ 洋惣菜
111997 その他惣菜 ｿﾉﾀｿｳｻﾞｲ その他惣菜
1120 農産乾物 ﾉｳｻﾝｶﾝﾌﾞﾂ 農産乾物
112001 ゴマ ｺﾞﾏ ゴマ
112003 干し椎茸 ﾎｼｼｲﾀｹ 干し椎茸
112005 豆類 ﾏﾒﾙｲ 豆類
112097 その他農産乾物 ｿﾉﾀﾉｳｻﾝｶﾝﾌﾞﾂ その他農産乾物
1121 加工水産 ｶｺｳｽｲｻﾝ 加工水産
112101 のり ﾉﾘ のり
112105 わかめ ﾜｶﾒ わかめ
112107 昆布 ｺﾝﾌﾞ 昆布
112109 その他海藻類 ｿﾉﾀｶｲｿｳﾙｲ その他海藻類
112111 削り節・かつお節 ｹｽﾞﾘﾌﾞｼ,ｶﾂｵﾌﾞｼ 削り節・かつお節
112113 煮干 ﾆﾎﾞｼ 煮干
112197 その他加工水産 ｿﾉﾀｶｺｳｽｲｻﾝ その他加工水産
1197 その他加工食品 ｿﾉﾀｶｺｳｼﾖｸﾋﾝ その他加工食品
119701 農産加工品 ﾉｳｻﾝｶｺｳﾋﾝ 農産加工品
119703 水産加工品 ｽｲｻﾝｶｺｳﾋﾝ 水産加工品
119705 畜産加工品 ﾁｸｻﾝｶｺｳﾋﾝ 畜産加工品
119797 その他加工食品 ｿﾉﾀｶｺｳｼﾖｸﾋﾝ その他加工食品
12 生鮮食品 ｾｲｾﾝｼﾖｸﾋﾝ 生鮮食品
1201 水産 ｽｲｻﾝ 水産
120197 その他水産 ｿﾉﾀｽｲｻﾝ その他水産
1202 畜産 ﾁｸｻﾝ 畜産
120297 その他畜産 ｿﾉﾀﾁｸｻﾝ その他畜産
1203 農産 ﾉｳｻﾝ 農産
120397 その他農産 ｿﾉﾀﾉｳｻﾝ その他農産
1297 その他生鮮食品 ｿﾉﾀｾｲｾﾝｼﾖｸﾋﾝ その他生鮮食品
129797 その他生鮮食品 ｿﾉﾀｾｲｾﾝｼﾖｸﾋﾝ その他生鮮食品
13 菓子類 ｶｼﾙｲ 菓子類
1301 菓子 ｶｼ 菓子
130121 キャンディ・キャラメル ｷﾔﾝﾃﾞｲ,ｷﾔﾗﾒﾙ キャンディ・キャラメル
130123 チョコレ－ト ﾁﾖｺﾚ-ﾄ チョコレ－ト
130125 チュ－インガム ﾁﾕ-ｲﾝｶﾞﾑ チュ－インガム
130127 ビスケット・クッキ－ ﾋﾞｽｹﾂﾄ,ｸﾂｷ- ビスケット・クッキ－
130129 米菓 ﾍﾞｲｶ 米菓
130131 スナック ｽﾅﾂｸ スナック
130133 豆菓子 ﾏﾒｶﾞｼ 豆菓子
130135 玩具菓子 ｶﾞﾝｸﾞｶﾞｼ 玩具菓子
130137 生菓子 ﾅﾏｶﾞｼ 生菓子
130139 半生菓子 ﾊﾝﾅﾏｶﾞｼ 半生菓子
130141 焼菓子・油菓子 ﾔｷｶﾞｼ,ｱﾌﾞﾗｶﾞｼ 焼菓子・油菓子
130143 菓子セット ｶｼｾﾂﾄ 菓子セット
130198 その他菓子 ｿﾉﾀｶｼ その他菓子
1302 デザート・ヨーグルト ﾃﾞｻﾞ-ﾄ,ﾖ-ｸﾞﾙﾄ デザート・ヨーグルト
130203 デザート類 ﾃﾞｻﾞ-ﾄﾙｲ デザート類
130205 ヨーグルト ﾖ-ｸﾞﾙﾄ ヨーグルト
130297 その他デザート・ヨーグルト ｿﾉﾀﾃﾞｻﾞ-ﾄ,ﾖ-ｸﾞ その他デザート・ヨーグルト
1303 珍味 ﾁﾝﾐ 珍味
130301 農産珍味 ﾉｳｻﾝﾁﾝﾐ 農産珍味
130303 水産珍味 ｽｲｻﾝﾁﾝﾐ 水産珍味
130305 畜産珍味 ﾁｸｻﾝﾁﾝﾐ 畜産珍味
130397 その他珍味 ｿﾉﾀﾁﾝﾐ その他珍味
1304 アイスクリーム類 ｱｲｽｸﾘ-ﾑﾙｲ アイスクリーム類
130401 プレミアムアイス ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｲｽ プレミアムアイス
130403 ファミリーアイス ﾌｱﾐﾘ-ｱｲｽ ファミリーアイス
130497 パーソナルアイスその他 ﾊﾟ-ｿﾅﾙｱｲｽｿﾉﾀ パーソナルアイスその他
1397 その他菓子類 ｿﾉﾀｶｼﾙｲ その他菓子類
139797 その他菓子類 ｿﾉﾀｶｼﾙｲ その他菓子類
14 飲料・酒類 ｲﾝﾘﾖｳ,ｻｹﾙｲ 飲料・酒類
1401 嗜好飲料 ｼｺｳｲﾝﾘﾖｳ 嗜好飲料
140101 インスタントコーヒー ｲﾝｽﾀﾝﾄｺ-ﾋ- インスタントコーヒー
140103 レギュラーコーヒー ﾚｷﾞﾕﾗ-ｺ-ﾋ- レギュラーコーヒー
140105 ココア ｺｺｱ ココア
140107 紅茶 ｺｳﾁﾔ 紅茶
140109 日本茶 ﾆﾎﾝﾁﾔ 日本茶
140111 麦茶 ﾑｷﾞﾁﾔ 麦茶
140113 中国茶 ﾁﾕｳｺﾞｸﾁﾔ 中国茶
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140115 その他の茶類 ｿﾉﾀﾉﾁﾔﾙｲ その他の茶類
140197 その他嗜好飲料 ｿﾉﾀｼｺｳｲﾝﾘﾖｳ その他嗜好飲料
1402 果実飲料 ｶｼﾞﾂｲﾝﾘﾖｳ 果実飲料
140201 果汁１００％飲料 ｶｼﾞﾕｳ100%ｲﾝﾘﾖｳ 果汁１００％飲料
140203 果汁飲料 ｶｼﾞﾕｳｲﾝﾘﾖｳ 果汁飲料
140205 果肉飲料 ｶﾆｸｲﾝﾘﾖｳ 果肉飲料
140209 野菜ジュース ﾔｻｲｼﾞﾕ-ｽ 野菜ジュース
140211 トマトジュース ﾄﾏﾄｼﾞﾕ-ｽ トマトジュース
140297 その他果実飲料 ｿﾉﾀｶｼﾞﾂｲﾝﾘﾖｳ その他果実飲料
1403 清涼飲料 ｾｲﾘﾖｳｲﾝﾘﾖｳ 清涼飲料
140301 コーラ ｺ-ﾗ コーラ
140305 炭酸フレーバー ﾀﾝｻﾝﾌﾚ-ﾊﾞ- 炭酸フレーバー
140307 コーヒードリンク ｺ-ﾋ-ﾄﾞﾘﾝｸ コーヒードリンク
140309 ココアドリンク ｺｺｱﾄﾞﾘﾝｸ ココアドリンク
140311 紅茶ドリンク ｺｳﾁﾔﾄﾞﾘﾝｸ 紅茶ドリンク
140313 日本茶・麦茶ドリンク ﾆﾎﾝﾁﾔ,ﾑｷﾞﾁﾔﾄﾞﾘ 日本茶・麦茶ドリンク
140315 中国茶ドリンク ﾁﾕｳｺﾞｸﾁﾔﾄﾞﾘﾝｸ 中国茶ドリンク
140316 その他茶ドリンク ｿﾉﾀﾁﾔﾄﾞﾘﾝｸ その他茶ドリンク
140317 水 ﾐｽﾞ 水
140321 炭酸水 ﾀﾝｻﾝｽｲ 炭酸水
140323 スポーツドリンク ｽﾎﾟ-ﾂﾄﾞﾘﾝｸ スポーツドリンク
140325 栄養ドリンク ｴｲﾖｳﾄﾞﾘﾝｸ 栄養ドリンク
140327 ビネガードリンク ﾋﾞﾈｶﾞ-ﾄﾞﾘﾝｸ ビネガードリンク
140397 その他清涼飲料 ｿﾉﾀｾｲﾘﾖｳｲﾝﾘﾖｳ その他清涼飲料
1404 乳飲料 ﾆﾕｳｲﾝﾘﾖｳ 乳飲料
140401 牛乳 ｷﾞﾕｳﾆﾕｳ 牛乳
140403 豆乳 ﾄｳﾆﾕｳ 豆乳
140405 乳酸飲料 ﾆﾕｳｻﾝｲﾝﾘﾖｳ 乳酸飲料
140407 乳酸菌飲料 ﾆﾕｳｻﾝｷﾝｲﾝﾘﾖｳ 乳酸菌飲料
140497 その他乳飲料 ｿﾉﾀﾆﾕｳｲﾝﾘﾖｳ その他乳飲料
1406 アルコール飲料 ｱﾙｺ-ﾙｲﾝﾘﾖｳ アルコール飲料
140601 清酒 ｾｲｼﾕ 清酒
140611 合成清酒 ｺﾞｳｾｲｾｲｼﾕ 合成清酒
140621 焼酎（甲類） ｼﾖｳﾁﾕｳ(ｺｳﾙｲ) 焼酎（甲類）
140623 焼酎（乙類） ｼﾖｳﾁﾕｳ(ｵﾂﾙｲ) 焼酎（乙類）
140631 みりん ﾐﾘﾝ みりん
140641 ビール ﾋﾞ-ﾙ ビール
140651 果実酒 ｶｼﾞﾂｼﾕ 果実酒
140653 甘味果実酒 ｶﾝﾐｶｼﾞﾂｼﾕ 甘味果実酒
140661 ウイスキー ｳｲｽｷ- ウイスキー
140663 ブランデー ﾌﾞﾗﾝﾃﾞ- ブランデー
140671 スピリッツ ｽﾋﾟﾘﾂﾂ スピリッツ
140681 リキュール類 ﾘｷﾕ-ﾙﾙｲ リキュール類
140691 発泡酒 ﾊﾂﾎﾟｳｼﾕ 発泡酒
140693 粉末酒 ﾌﾝﾏﾂｼﾕ 粉末酒
140695 その他雑酒 ｿﾉﾀｻﾞﾂｼﾕ その他雑酒
140697 その他アルコール飲料 ｿﾉﾀｱﾙｺ-ﾙｲﾝﾘﾖｳ その他アルコール飲料
1407 酒類を含むセット商品 ｻｹﾙｲｦﾌｸﾑｾﾂﾄｼﾖｳ 酒類を含むセット商品
140701 酒類を含むセット商品 ｻｹﾙｲｦﾌｸﾑｾﾂﾄｼﾖｳ 酒類を含むセット商品
140797 酒類を含むセット商品一般 ｻｹﾙｲｾﾂﾄｲﾂﾊﾟﾝ 酒類を含むセット商品一般
1497 その他飲料・酒類 ｿﾉﾀｲﾝﾘﾖｳ,ｻｹﾙｲ その他飲料・酒類
149797 その他飲料・酒類 ｿﾉﾀｲﾝﾘﾖｳ,ｻｹﾙｲ その他飲料・酒類
19 その他食品 ｿﾉﾀｼﾖｸﾋﾝ その他食品
1901 乳幼児食品 ﾆﾕｳﾖｳｼﾞｼﾖｸﾋﾝ 乳幼児食品
190101 育児用ミルク ｲｸｼﾞﾖｳﾐﾙｸ 育児用ミルク
190103 ベビーフード ﾍﾞﾋﾞ-ﾌ-ﾄﾞ ベビーフード
190197 その他乳幼児食品 ｿﾉﾀﾆﾕｳﾖｳｼﾞｼﾖｸﾋ その他乳幼児食品
1902 健康食品 ｹﾝｺｳｼﾖｸﾋﾝ 健康食品
190201 健康食品 ｹﾝｺｳｼﾖｸﾋﾝ 健康食品
190203 妊産婦用食品 ﾆﾝｻﾝﾌﾖｳｼﾖｸﾋﾝ 妊産婦用食品
190297 その他健康食品 ｿﾉﾀｹﾝｺｳｼﾖｸﾋﾝ その他健康食品
1903 食品贈答品 ｼﾖｸﾋﾝｿﾞｳﾄｳﾋﾝ 食品贈答品
190301 食品贈答品 ｼﾖｸﾋﾝｿﾞｳﾄｳﾋﾝ 食品贈答品
190397 その他食品贈答品 ｿﾉﾀｼﾖｸﾋﾝｿﾞｳﾄｳﾋ その他食品贈答品
1997 その他食品 ｿﾉﾀｼﾖｸﾋﾝ その他食品
199701 たばこ ﾀﾊﾞｺ たばこ
199797 その他食品 ｿﾉﾀｼﾖｸﾋﾝ その他食品
2 日用品 ﾆﾁﾖｳﾋﾝ 日用品
21 日用雑貨 ﾆﾁﾖｳｻﾞﾂｶ 日用雑貨
2121 口中衛生用品 ｺｳﾁﾕｳｴｲｾｲﾖｳﾋﾝ 口中衛生用品
212101 歯磨き ﾊﾐｶﾞｷ 歯磨き
212103 歯ブラシ ﾊﾌﾞﾗｼ 歯ブラシ
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212105 洗口液 ｾﾝｺｳｴｷ 洗口液
212107 口中清涼剤 ｺｳﾁﾕｳｾｲﾘﾖｳｻﾞｲ 口中清涼剤
212109 デンタル用品 ﾃﾞﾝﾀﾙﾖｳﾋﾝ デンタル用品
212111 義歯用品 ｷﾞｼﾖｳﾋﾝ 義歯用品
212197 その他口中衛生用品 ｿﾉﾀｺｳﾁﾕｳｴｲｾｲﾖｳ その他口中衛生用品
2122 石鹸類 ｾﾂｹﾝﾙｲ 石鹸類
212201 化粧石鹸 ｹｼﾖｳｾﾂｹﾝ 化粧石鹸
212203 ハンドソープ ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ ハンドソープ
212205 ボディシャンプー・リンス ﾎﾞﾃﾞｲｼﾔﾝﾌﾟ,ﾘﾝｽ ボディシャンプー・リンス
212207 入浴剤 ﾆﾕｳﾖｸｻﾞｲ 入浴剤
212297 その他石鹸類 ｿﾉﾀｾﾂｹﾝﾙｲ その他石鹸類
2123 衛生紙用品・用具 ｴｲｾｲｶﾐﾖｳﾋﾝ,ﾖｳｸ 衛生紙用品・用具
212301 ティッシュペーパー ﾃｲﾂｼﾕﾍﾟ-ﾊﾟ- ティッシュペーパー
212303 ペーパーハンドタオル・用具 ﾍﾟ-ﾊﾟ-ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ, ペーパーハンドタオル・用具
212305 ウェットティッシュ ｳｴﾂﾄﾃｲﾂｼﾕ ウェットティッシュ
212307 トイレットペーパー ﾄｲﾚﾂﾄﾍﾟ-ﾊﾟ- トイレットペーパー
212309 京花紙・ちり紙 ｷﾖｳｶｼ,ﾁﾘｶﾞﾐ 京花紙・ちり紙
212311 生理用品・用具 ｾｲﾘﾖｳﾋﾝ,ﾖｳｸﾞ 生理用品・用具
212313 軽失禁用品・用具 ｹｲｼﾂｷﾝﾖｳﾋﾝ,ﾖｳｸ 軽失禁用品・用具
212397 その他衛生紙用品・用具 ｿﾉﾀｴｲｾｲｶﾐﾖｳﾋﾝ, その他衛生紙用品・用具
2124 介護用品・用具 ｶｲｺﾞﾖｳﾋﾝ,ﾖｳｸﾞ 介護用品・用具
212401 大人用オムツ ｵﾄﾅﾖｳｵﾑﾂ 大人用オムツ
212403 大人用衛生用品 ｵﾄﾅﾖｳｴｲｾｲﾖｳﾋﾝ 大人用衛生用品
212497 その他介護用品・用具 ｿﾉﾀｶｲｺﾞﾖｳﾋﾝ,ﾖｳ その他介護用品・用具
2125 育児用品・用具 ｲｸｼﾞﾖｳﾋﾝ,ﾖｳｸﾞ 育児用品・用具
212501 ベビー用オムツ ﾍﾞﾋﾞｰﾖｳｵﾑﾂ ベビー用オムツ
212505 ベビー用スキンケア ﾍﾞﾋﾞｰﾖｳｽｷﾝｹｱ ベビー用スキンケア
212507 ベビー用衛生用品・用具 ﾍﾞﾋﾞｰﾖｳｴｲｾｲﾖｳﾋ ベビー用衛生用品・用具
212511 ベビー用ヘルスケア ﾍﾞﾋﾞｰﾖｳﾍﾙｽｹｱ ベビー用ヘルスケア
212513 授乳用品・用具 ｼﾞﾕﾆﾕｳﾖｳﾋﾝ,ﾖｳｸ 授乳用品・用具
212597 その他育児用品・用具 ｿﾉﾀｲｸｼﾞﾖｳﾋﾝ,ﾖｳ その他育児用品・用具
2126 衛生医療用品・用具 ｴｲｾｲｲﾘﾖｳﾖｳﾋﾝ,ﾖ 衛生医療用品・用具
212601 綿棒 ﾒﾝﾎﾞｳ 綿棒
212603 包帯 ﾎｳﾀｲ 包帯
212605 ガーゼ ｶﾞ-ｾﾞ ガーゼ
212607 脱脂綿 ﾀﾞﾂｼﾒﾝ 脱脂綿
212609 救急絆創膏 ｷﾕｳｷﾕｳﾊﾞﾝｿｳｺｳ 救急絆創膏
212611 固定テープ・巻絆創膏 ｺﾃｲﾃｰﾌﾟ,ﾏｷﾊﾞﾝｿ 固定テープ・巻絆創膏
212615 サポーター ｻﾎﾟ-ﾀｰ サポーター
212617 マスク ﾏｽｸ マスク
212619 避妊用品 ﾋﾆﾝﾖｳﾋﾝ 避妊用品
212621 飲薬補助用品・用具 ｲﾝﾔｸﾎｼﾞﾖﾖｳﾋﾝ,ﾖ 飲薬補助用品・用具
212623 コンタクトレンズ用剤・用具 ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞﾖｳｻﾞｲ コンタクトレンズ用剤・用具
212625 目・鼻・耳ケア用品・用具 ﾒ,ﾊﾅ,ﾐﾐｹｱﾖｳﾋﾝ, 目・鼻・耳ケア用品・用具
212627 フットケア用品・用具 ﾌﾂﾄｹｱﾖｳﾋﾝ,ﾖｳｸﾞ フットケア用品・用具
212629 ハサミ・ピンセット ﾊｻﾐ,ﾋﾟﾝｾﾂﾄ ハサミ・ピンセット
212631 体温計 ﾀｲｵﾝｹｲ 体温計
212633 血圧計 ｹﾂｱﾂｹｲ 血圧計
212635 ヘルスメーター ﾍﾙｽﾒ-ﾀ- ヘルスメーター
212637 肩こり・腰痛ケア用品・用具 ｶﾀｺﾘ,ﾖｳﾂｳｹｱﾖｳﾋ 肩こり・腰痛ケア用品・用具
212639 使い捨てカイロ ﾂｶｲｽﾃｶｲﾛ 使い捨てカイロ
212641 熱冷却用品・用具 ﾈﾂﾚｲｷﾔｸﾖｳﾋﾝ,ﾖｳ 熱冷却用品・用具
212697 その他衛生医療用品・用具 ｿﾉﾀｴｲｾｲ,ｲﾘﾖｳﾖｳ その他衛生医療用品・用具
2127 衣料用洗剤類 ｲﾘﾖｳﾖｳｾﾝｻﾞｲﾙｲ 衣料用洗剤類
212701 衣料用合成洗剤 ｲﾘﾖｳﾖｳｺﾞｳｾｲｾﾝｻ 衣料用合成洗剤
212703 洗濯用石鹸 ｾﾝﾀｸﾖｳｾﾂｹﾝ 洗濯用石鹸
212705 ライト系洗剤 ﾗｲﾄｹｲｾﾝｻﾞｲ ライト系洗剤
212707 漂白剤 ﾋﾖｳﾊｸｻﾞｲ 漂白剤
212709 柔軟剤 ｼﾞﾕｳﾅﾝｻﾞｲ 柔軟剤
212711 仕上げ剤 ｼｱｹﾞｻﾞｲ 仕上げ剤
212713 衣料用処理剤 ｲﾘﾖｳﾖｳｼﾖﾘｻﾞｲ 衣料用処理剤
212715 染料 ｾﾝﾘﾖｳ 染料
212797 その他衣料用洗剤類 ｿﾉﾀｲﾘﾖｳﾖｳｾﾝｻﾞｲ その他衣料用洗剤類
2128 台所・食器用洗剤類 ﾀﾞｲﾄﾞｺﾛ,ｼﾖﾂｷﾖｳ 台所・食器用洗剤類
212801 台所用洗剤 ﾀﾞｲﾄﾞｺﾛﾖｳｾﾝｻﾞｲ 台所用洗剤
212803 台所用クレンザー ﾀﾞｲﾄﾞｺﾛﾖｳｸﾚﾝｻﾞ 台所用クレンザー
212805 台所用漂白剤 ﾀﾞｲﾄﾞｺﾛﾖｳﾋﾖｳﾊｸ 台所用漂白剤
212807 廃油処理剤 ﾊｲﾕｼﾖﾘｻﾞｲ 廃油処理剤
212809 台所用除菌・消臭剤 ﾀﾞｲﾄﾞｺﾛﾖｳｼﾞﾖｷﾝ 台所用除菌・消臭剤
212897 その他台所・食器用洗剤類 ｿﾉﾀﾀﾞｲﾄﾞｺﾛ,ｼﾖﾂ その他台所・食器用洗剤類
2129 住居用洗剤類 ｼﾞﾕｳｷﾖﾖｳｾﾝｻﾞｲﾙ 住居用洗剤類
212901 住居用洗剤 ｼﾞﾕｳｷﾖﾖｳｾﾝｻﾞｲ 住居用洗剤
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212903 トイレ用洗剤 ﾄｲﾚﾖｳｾﾝｻﾞｲ トイレ用洗剤
212905 バス用洗剤 ﾊﾞｽﾖｳｾﾝｻﾞｲ バス用洗剤
212907 ガラス用洗剤 ｶﾞﾗｽﾖｳｾﾝｻﾞｲ ガラス用洗剤
212909 畳・カーペットクリーナー ﾀﾀﾐ,ｶｰﾍﾟﾂﾄｸﾘｰﾅ 畳・カーペットクリーナー
212911 パイプ・風呂釜クリーナー ﾊﾟｲﾌﾟ,ﾌﾛｶﾞﾏｸﾘｰ パイプ・風呂釜クリーナー
212913 カビ防止剤・カビ取り剤 ｶﾋﾞﾎﾞｳｼｻﾞｲ,ｶﾋﾞ カビ防止剤・カビ取り剤
212915 換気扇・レンジクリーナー ｶﾝｷｾﾝ,ﾚﾝｼﾞｸﾘｰﾅ 換気扇・レンジクリーナー
212917 使い捨て紙クリーナー類 ﾂｶｲｽﾃｶﾐｸﾘｰﾅｰﾙｲ 使い捨て紙クリーナー類
212919 電気製品用クリーナー ﾃﾞﾝｷｾｲﾋﾝﾖｳｸﾘｰﾅ 電気製品用クリーナー
212997 その他住居用洗剤類 ｿﾉﾀｼﾞﾕｳｷﾖﾖｳｾﾝｻ その他住居用洗剤類
2130 家庭用つや出し・ワックス剤 ｶﾃｲﾖｳﾂﾔﾀﾞｼ,ﾜﾂｸ 家庭用つや出し・ワックス剤
213001 住居用ワックス ｼﾞﾕｳｷﾖﾖｳﾜﾂｸｽ 住居用ワックス
213003 靴墨・靴用クリーム ｸﾂｽﾐ,ｸﾂﾖｳｸﾘｰﾑ 靴墨・靴用クリーム
213097 その他家庭用つや出し・ワックス剤 ｿﾉﾀｶﾃｲﾖｳﾂﾔﾀﾞｼﾜ その他家庭用つや出し剤
2131 芳香・消臭剤 ﾎｳｺｳｻ,ｼﾖｳｼﾕｳｻﾞ 芳香・消臭剤
213101 トイレ用芳香・消臭・防臭剤 ﾄｲﾚﾖｳﾎｳｺｳ,ｼﾖｳｼ トイレ用芳香・消臭・防臭剤
213103 室内用芳香・消臭・防臭剤 ｼﾂﾅｲﾖｳﾎｳｺｳ,ｼﾖｳ 室内用芳香・消臭・防臭剤
213105 水洗トイレ用タンククリーナー ｽｲｾﾝﾄｲﾚﾖｳﾀﾝｸｸﾘ 水洗トイレ用タンククリーナー
213107 脱臭剤 ﾀﾞﾂｼﾕｳｻﾞｲ 脱臭剤
213197 その他芳香・消臭剤 ｿﾉﾀﾎｳｺｳ,ｼﾖｳｼﾕｳ その他芳香・消臭剤
2132 防虫・除湿・乾燥剤 ﾎﾞｳﾁﾕｳ,ｼﾞﾖｼﾂ,ｶ 防虫・除湿・乾燥剤
213201 防虫剤 ﾎﾞｳﾁﾕｳｻﾞｲ 防虫剤
213203 除湿・乾燥剤 ｼﾞﾖｼﾂ,ｶﾝｿｳｻﾞｲ 除湿・乾燥剤
213297 その他防虫・除湿・乾燥剤 ｿﾉﾀﾎﾞｳﾁﾕｳ,ｼﾞﾖｼ その他防虫・除湿・乾燥剤
2133 殺虫剤 ｻﾂﾁﾕｳｻﾞｲ 殺虫剤
213301 殺虫剤 ｻﾂﾁﾕｳｻﾞｲ 殺虫剤
213303 蚊取り線香 ｶﾄﾘｾﾝｺｳ 蚊取り線香
213305 蚊取りマット・リキッド ｶﾄﾘﾏﾂﾄ,ﾘｷﾂﾄﾞ 蚊取りマット・リキッド
213307 電子蚊取り器 ﾃﾞﾝｼｶﾄﾘｷ 電子蚊取り器
213309 ゴキブリ捕獲器 ｺﾞｷﾌﾞﾘﾎｶｸｷ ゴキブリ捕獲器
213311 虫よけ剤・虫よけ器 ﾑｼﾖｹｻﾞｲ,ﾑｼﾖｹｷ 虫よけ剤・虫よけ器
213397 その他殺虫剤 ｿﾉﾀｻﾂﾁﾕｳｻﾞｲ その他殺虫剤
2198 その他日用雑貨 ｿﾉﾀﾆﾁﾖｳｻﾞﾂｶ その他日用雑貨
219801 浄水剤 ｼﾞﾖｳｽｲｻﾞｲ 浄水剤
219897 その他日用雑貨 ｿﾉﾀﾆﾁﾖｳｻﾞﾂｶ その他日用雑貨
22 ＯＴＣ医薬品類 OTCｲﾔｸﾋﾝﾙｲ ＯＴＣ医薬品類
2211 精神神経用薬 ｾｲｼﾝｼﾝｹｲﾖｳﾔｸ 精神神経用薬
221101 解熱鎮痛薬 ｹﾞﾈﾂﾁﾝﾂｳﾔｸ 解熱鎮痛薬
221103 かぜ薬 ｶｾﾞｸﾞｽﾘ かぜ薬
221105 鎮静薬・催眠鎮静薬 ﾁﾝﾂｳﾔｸ,ｻｲﾐﾝﾁﾝｾ 鎮静薬・催眠鎮静薬
221107 眠気防止剤 ﾈﾑｹﾎﾞｳｼｻﾞｲ 眠気防止剤
221109 小児鎮静薬（小児五疳薬） ｼﾖｳﾆﾖｳﾁﾝｾｲﾔｸ(ｼ 小児鎮静薬（小児五疳薬）
221197 その他の精神神経用薬 ｿﾉﾀﾉｾｲｼﾝｼﾝｹｲﾖｳ その他の精神神経用薬
2212 呼吸器官用薬 ｺｷﾕｳｷｶﾝﾖｳﾔｸ 呼吸器官用薬
221201 鎮咳去たん薬 ﾁﾝｶﾞｲｷﾖﾀﾝﾔｸ 鎮咳去たん薬
221203 うがい薬 ｳｶﾞｲｸﾞｽﾘ うがい薬
221297 その他の呼吸器官用薬 ｿﾉﾀﾉｺｷﾕｳｷｶﾝﾖｳﾔ その他の呼吸器官用薬
2213 循環器官用薬 ｼﾞﾕﾝｶﾝｷｶﾝﾖｳﾔｸ 循環器官用薬
221301 強心薬 ｷﾖｳｼﾝﾔｸ 強心薬
221303 高コレステロール低下薬 ｺｳｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾃｲｶﾔｸ 高コレステロール低下薬
221305 貧血用薬 ﾋﾝｹﾂﾖｳﾔｸ 貧血用薬
221397 その他の循環器官用薬 ｿﾉﾀﾉｼﾞﾕﾝｶﾝｷｶﾝﾖ その他の循環器官用薬
2214 消化器官用薬 ｼﾖｳｶｷｶﾝﾖｳﾔｸ 消化器官用薬
221401 胃腸薬 ｲﾁﾖｳﾔｸ 胃腸薬
221403 整腸薬 ｾｲﾁﾖｳﾔｸ 整腸薬
221405 止しゃ薬（下痢止め） ｼｼﾔﾔｸ(ｹﾞﾘﾄﾞﾒ) 止しゃ薬（下痢止め）
221407 胃腸鎮痛鎮痙薬 ｲﾁﾖｳﾁﾝﾂｳﾁﾝｹｲﾔｸ 胃腸鎮痛鎮痙薬
221409 浣腸薬 ｶﾝﾁﾖｳﾔｸ 浣腸薬
221411 便秘薬 ﾍﾞﾝﾋﾟﾔｸ 便秘薬
221413 駆虫薬 ｸﾁﾕｳﾔｸ 駆虫薬
221497 その他の消化器官用薬 ｿﾉﾀﾉｼﾖｳｶｷｶﾝﾖｳﾔ その他の消化器官用薬
2215 アレルギー用薬 ｱﾚﾙｷﾞｰﾖｳﾔｸ アレルギー用薬
221501 内服アレルギー用薬 ﾅｲﾌｸｱﾚﾙｷﾞｰﾖｳﾔｸ 内服アレルギー用薬
221597 その他のアレルギー用薬 ｿﾉﾀﾉｱﾚﾙｷﾞｰﾖｳﾔｸ その他のアレルギー用薬
2216 感覚器官用薬 ｶﾝｶｸｷｶﾝﾖｳﾔｸ 感覚器官用薬
221601 目薬 ﾒｸﾞｽﾘ 目薬
221603 鼻炎用薬 ﾋﾞｴﾝﾖｳﾔｸ 鼻炎用薬
221605 乗物酔い薬 ﾉﾘﾓﾉﾖｲﾔｸ 乗物酔い薬
221697 その他の感覚器官用薬 ｿﾉﾀﾉｶﾝｶｸｷｶﾝﾖｳﾔ その他の感覚器官用薬
2217 歯科口腔用薬 ｼｶｺｳｸｳｳﾖｳﾔｸ 歯科口腔用薬
221701 口腔咽喉薬 ｺｳｸｳｲﾝｺｳﾔｸ 口腔咽喉薬
221703 口内炎用薬 ｺｳﾅｲｴﾝﾖｳﾔｸ 口内炎用薬
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221705 歯痛・歯槽膿漏薬 ﾊｲﾀ,ｼｿｳﾉｳﾛｳﾔｸ 歯痛・歯槽膿漏薬
221797 その他の歯科口腔用薬 ｿﾉﾀﾉｼｶｺｳｸｳﾖｳﾔｸ その他の歯科口腔用薬
2218 肛門用薬 ｺｳﾓﾝﾖｳﾔｸ 肛門用薬
221801 痔疾用薬 ｼﾞｼﾂﾖｳﾔｸ 痔疾用薬
221897 その他の肛門用薬 ｿﾉﾀﾉｺｳﾓﾝﾖｳﾔｸ その他の肛門用薬
2219 外皮用薬 ｶﾞｲﾋﾖｳﾔｸ 外皮用薬
221901 外用殺菌消毒薬 ｶﾞｲﾖｳｻﾂｷﾝｼﾖｳﾄﾞ 外用殺菌消毒薬
221903 化膿性皮膚疾患用薬 ｶﾉｳｾｲﾋﾌｼﾂｶﾝﾖｳﾔ 化膿性皮膚疾患用薬
221905 にきび治療薬 ﾆｷﾋﾞﾁﾘﾖｳﾔｸ にきび治療薬
221907 外用鎮痛・消炎薬（貼付・塗布薬） ｶﾞｲﾖｳﾁﾝﾂｳ,ｼﾖｳｴ 外用鎮痛・消炎薬（貼付・塗布
221909 外用湿疹・皮膚炎用薬 ｶﾞｲﾖｳｼﾂｼﾝ,ﾋﾌｴﾝ 外用湿疹・皮膚炎用薬
221911 かゆみ・虫さされ用薬 ｶﾕﾐ,ﾑｼｻｻﾚﾖｳﾔｸ かゆみ・虫さされ用薬
221913 しもやけ・あかぎれ用薬 ｼﾓﾔｹ,ｱｶｷﾞﾚﾖｳﾔｸ しもやけ・あかぎれ用薬
221915 水虫・たむし用薬 ﾐｽﾞﾑｼ,ﾀﾑｼﾖｳﾔｸ 水虫・たむし用薬
221917 皮膚軟化薬（乾燥性皮膚用薬） ﾋﾌﾅﾝｶﾔｸ(ｶﾝｿｳｾｲ 皮膚軟化薬（乾燥性皮膚用薬）
221919 うおのめ・たこ・いぼ用薬 ｳｵﾉﾒ,ﾀｺ,ｲﾎﾞﾖｳﾔ うおのめ・たこ・いぼ用薬
221921 発毛・養毛薬 ﾊﾂﾓｳ,ﾖｳﾓｳﾔｸ 発毛・養毛薬
221923 シラミ駆除用薬 ｼﾗﾐｸｼﾞﾖﾖｳﾔｸ シラミ駆除用薬
221925 絆創膏 ﾊﾞﾝｿｳｺｳ 絆創膏
221997 その他の外皮用薬 ｿﾉﾀﾉﾋﾌﾖｳﾔｸ その他の外皮用薬
2220 女性用薬 ｼﾞﾖｾｲﾖｳﾔｸ 女性用薬
222001 女性用保健薬 ｼﾞﾖｾｲﾖｳﾎｹﾝﾔｸ 女性用保健薬
222003 避妊薬 ﾋﾆﾝﾔｸ 避妊薬
222097 その他の女性用薬 ｿﾉﾀﾉｼﾞﾖｾｲﾖｳﾔｸ その他の女性用薬
2221 ドリンク剤 ﾄﾞﾘﾝｸｻﾞｲ ドリンク剤
222101 ドリンク剤 ﾄﾞﾘﾝｸｻﾞｲ ドリンク剤
222103 ミニドリンク剤 ﾐﾆﾄﾞﾘﾝｸｻﾞｲ ミニドリンク剤
222197 その他のドリンク剤 ｿﾉﾀﾉﾄﾞﾘﾝｸｻﾞｲ その他のドリンク剤
2222 ビタミン主薬製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝｼﾕﾔｸｾｲｻﾞｲ ビタミン主薬製剤
222201 ビタミンＡ主薬製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝAｼﾕﾔｸｾｲｻﾞ ビタミンＡ主薬製剤
222203 ビタミンＤ主薬製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝDｼﾕﾔｸｾｲｻﾞ ビタミンＤ主薬製剤
222205 ビタミンＥ主薬製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝEｼﾕﾔｸｾｲｻﾞ ビタミンＥ主薬製剤
222207 ビタミンＢ１主薬製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝB1ｼﾕﾔｸｾｲｻ ビタミンＢ１主薬製剤
222209 ビタミンＢ２主薬製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝB2ｼﾕﾔｸｾｲｻ ビタミンＢ２主薬製剤
222211 ビタミンＢ６主薬製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝB6ｼﾕﾔｸｾｲｻ ビタミンＢ６主薬製剤
222213 ビタミンＢ１２主薬製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝB12ｼﾕﾔｸｾｲ ビタミンＢ１２主薬製剤
222215 ビタミンＣ主薬製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝCｼﾕﾔｸｾｲｻﾞ ビタミンＣ主薬製剤
222217 ビタミンＡＤ主薬製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝADｼﾕﾔｸｾｲｻ ビタミンＡＤ主薬製剤
222219 ビタミンＢ２Ｂ６主薬製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝB2B6ｼﾕﾔｸｾ ビタミンＢ２Ｂ６主薬製剤
222221 ビタミンＥＣ主薬製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝECｼﾕﾔｸｾｲｻ ビタミンＥＣ主薬製剤
222223 ビタミンＢ１Ｂ６Ｂ１２主薬製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝB1B6B12ｼﾕ ビタミンＢ１Ｂ６Ｂ１２主薬製
222297 その他のビタミン主薬製剤 ｿﾉﾀﾉﾋﾞﾀﾝﾐﾝｼﾕﾔｸ その他のビタミン主薬製剤
2223 ビタミン含有保健薬 ﾋﾞﾀﾐﾝｶﾞﾝﾕｳﾎｹﾝﾔ ビタミン含有保健薬
222301 ビタミン含有保健薬 ﾋﾞﾀﾐﾝｶﾞﾝﾕｳﾎｹﾝﾔ ビタミン含有保健薬
222397 その他のビタミン含有保健薬 ｿﾉﾀﾉﾋﾞﾀﾐﾝｶﾞﾝﾕｳ その他のビタミン含有保健薬
2224 その他の保健薬 ｿﾉﾀﾉﾎｹﾝﾔｸ その他の保健薬
222401 カルシウム主薬製剤 ｶﾙｼｳﾑｼﾕﾔｸｾｲｻﾞｲ カルシウム主薬製剤
222403 生薬主薬保健薬 ｼﾖｳﾔｸｼﾕﾔｸﾎｹﾝﾔｸ 生薬主薬保健薬
222405 薬用酒 ﾔｸﾖｳｼﾕ 薬用酒
222497 その他の保健薬 ｿﾉﾀﾉﾎｹﾝﾔｸ その他の保健薬
2225 禁煙補助薬 ｷﾝｴﾝﾎｼﾞﾖﾔｸ 禁煙補助薬
222501 禁煙補助薬 ｷﾝｴﾝﾎｼﾞﾖﾔｸ 禁煙補助薬
2226 漢方薬・生薬製剤 ｶﾝﾎﾟｳﾔｸ,ｼﾖｳﾔｸｾ 漢方薬・生薬製剤
222601 漢方薬１（あ行） ｶﾝﾎﾟｳﾔｸ1(ｱｷﾞﾖｳ 漢方薬１（あ行）
222602 漢方薬２（か行） ｶﾝﾎﾟｳﾔｸ2(ｶｷﾞﾖｳ 漢方薬２（か行）
222603 漢方薬３（さ行） ｶﾝﾎﾟｳﾔｸ3(ｻｷﾞﾖｳ 漢方薬３（さ行）
222604 漢方薬４（た行） ｶﾝﾎﾟｳﾔｸ4(ﾀｷﾞﾖｳ 漢方薬４（た行）
222605 漢方薬５（な行） ｶﾝﾎﾟｳﾔｸ5(ﾅｷﾞﾖｳ 漢方薬５（な行）
222606 漢方薬６（は行） ｶﾝﾎﾟｳﾔｸ6(ﾊｷﾞﾖｳ 漢方薬６（は行）
222607 漢方薬７（ま行） ｶﾝﾎﾟｳﾔｸ7(ﾏｷﾞﾖｳ 漢方薬７（ま行）
222608 漢方薬８（や～ら行） ｶﾝﾎﾟｳﾔｸ8(ﾔｷﾞﾖｳ 漢方薬８（や～ら行）
222609 生薬製剤 ｼﾖｳﾔｸｾｲｻﾞｲ 生薬製剤
222697 その他の漢方薬・生薬製剤 ｿﾉﾀﾉｶﾝﾎﾟｳﾔｸ,ｼﾖ その他の漢方薬・生薬製剤
2227 公衆衛生用薬 ｺｳｼﾕｳｴｲｾｲﾖｳﾔｸ 公衆衛生用薬
222701 殺虫薬 ｻﾂﾁﾕｳﾔｸ 殺虫薬
222703 虫よけ薬 ﾑｼﾖｹﾔｸ 虫よけ薬
222797 その他の公衆衛生用薬 ｿﾉﾀﾉｺｳｼﾕｳｴｲｾｲﾖ その他の公衆衛生用薬
2228 一般用検査薬 ｲﾂﾊﾟﾝﾖｳｹﾝｻﾔｸ 一般用検査薬
222801 一般用検査薬 ｲﾂﾊﾟﾝﾖｳｹﾝｻﾔｸ 一般用検査薬
2239 その他のＯＴＣ医薬品 ｿﾉﾀﾉOTCｲﾔｸﾋﾝ その他のＯＴＣ医薬品
223997 その他のＯＴＣ医薬品 ｿﾉﾀﾉOTCｲﾔｸﾋﾝ その他のＯＴＣ医薬品
2241 かぜ関連（指定医薬部外品） ｶｾﾞｶﾝﾚﾝ(ｼﾃｲｲﾔｸ かぜ関連（指定医薬部外品）
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224101 鼻づまり改善（指定医薬部外品） ﾊﾅﾂﾞﾏﾘｶｲｾﾞﾝ(ｼﾃ 鼻づまり改善（指定医薬部外品
224103 のど清涼（指定医薬部外品） ﾉﾄﾞｾｲﾘﾖｳ(ｼﾃｲｲﾔ のど清涼（指定医薬部外品）
224105 うがい（指定医薬部外品） ｳｶﾞｲ(ｼﾃｲｲﾔｸﾌﾞｶ うがい（指定医薬部外品）
2242 胃腸関連（指定医薬部外品） ｲﾁﾖｳｶﾝﾚﾝ(ｼﾃｲｲﾔ 胃腸関連（指定医薬部外品）
224201 健胃・消化（指定医薬部外品） ｹﾝｲ,ｼﾖｳｶ(ｼﾃｲｲﾔ 健胃・消化（指定医薬部外品）
224203 整腸（指定医薬部外品） ｾｲﾁﾖｳ(ｼﾃｲｲﾔｸﾌﾞ 整腸（指定医薬部外品）
224205 便秘（指定医薬部外品） ﾍﾞﾝﾋﾟ(ｼﾃｲｲﾔｸﾌﾞ 便秘（指定医薬部外品）
2243 目・鼻・口・のど関連（指定医薬部外品） ﾒ,ﾊﾅ,ｸﾁ,ﾉﾄﾞｶﾝﾚ 目・鼻・口・のど関連（指定医
224301 コンタクトレンズ装着（指定医薬部外品） ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞｿｳﾁﾔｸ コンタクトレンズ装着（指定医
224303 いびき防止（指定医薬部外品） ｲﾋﾞｷﾎﾞｳｼ(ｼﾃｲｲﾔ いびき防止（指定医薬部外品）
224305 口・のど（指定医薬部外品） ｸﾁ,ﾉﾄﾞ(ｼﾃｲｲﾔｸﾌ 口・のど（指定医薬部外品）
2244 皮ふ関連（指定医薬部外品） ﾋﾌｶﾝﾚﾝ(ｼﾃｲｲﾔｸﾌ 皮ふ関連（指定医薬部外品）
224401 殺菌消毒（指定医薬部外品） ｻﾂｷﾝｼﾖｳﾄﾞｸ(ｼﾃｲ 殺菌消毒（指定医薬部外品）
224403 あせも・ただれ（指定医薬部外品） ｱｾﾓ,ﾀﾀﾞﾚ(ｼﾃｲｲﾔ あせも・ただれ（指定医薬部外
224405 ひび・しもやけ・あかぎれ（指定医薬部外品 ﾋﾋﾞ,ｼﾓﾔｹ,ｱｶｷﾞﾚ ひび・しもやけ・あかぎれ（指
224407 かさつき・あれ（指定医薬部外品） ｶｻﾂｷ,ｱﾚ(ｼﾃｲｲﾔｸ かさつき・あれ（指定医薬部外
224409 うおのめ・たこ・いぼ（指定医薬部外品） ｳｵﾉﾒ,ﾀｺ,ｲﾎﾞ(ｼﾃ うおのめ・たこ・いぼ（指定医
2245 滋養強壮関連（指定医薬部外品） ｼﾞﾖｳｷﾖｳｿｳｶﾝﾚﾝ( 滋養強壮関連（指定医薬部外品
224501 ドリンク剤（指定医薬部外品） ﾄﾞﾘﾝｸｻﾞｲ(ｼﾃｲｲﾔ ドリンク剤（指定医薬部外品）
224503 ミニドリンク剤（指定医薬部外品） ﾐﾆﾄﾞﾘﾝｸｻﾞｲ(ｼﾃｲ ミニドリンク剤（指定医薬部外
224505 ビタミンＥ（指定医薬部外品） ﾋﾞﾀﾐﾝE(ｼﾃｲｲﾔｸﾌ ビタミンＥ（指定医薬部外品）
224507 ビタミンＣ（指定医薬部外品） ﾋﾞﾀﾐﾝC(ｼﾃｲｲﾔｸﾌ ビタミンＣ（指定医薬部外品）
224509 ビタミンＥＣ（指定医薬部外品） ﾋﾞﾀﾐﾝEC(ｼﾃｲｲﾔｸ ビタミンＥＣ（指定医薬部外品
224511 ビタミン含有の滋養強壮（指定医薬部外品） ﾋﾞﾀﾐﾝｶﾞﾝﾕｳﾉｼﾞﾖ ビタミン含有の滋養強壮（指定
224513 カルシウム（指定医薬部外品） ｶﾙｼｳﾑ(ｼﾃｲｲﾔｸﾌﾞ カルシウム（指定医薬部外品）
224515 生薬主薬保健薬（指定医薬部外品） ｼﾖｳﾔｸｼﾕﾔｸﾎｹﾝ(ｼ 生薬主薬保健薬（指定医薬部外
2261 処方せん医薬品 ｼﾖﾎｳｾﾝｲﾔｸﾋﾝ 処方せん医薬品
226101 処方せん医薬品 ｼﾖﾎｳｾﾝｲﾔｸﾋﾝ 処方せん医薬品
2262 処方せん医薬品以外の医療用医薬品 ｼﾖﾎｳｾﾝｲﾔｸﾋﾝｲｶﾞ 処方せん医薬品以外の医療用医
226201 処方せん医薬品以外の医療用医薬品 ｼﾖﾎｳｾﾝｲﾔｸﾋﾝｲｶﾞ 処方せん医薬品以外の医療用医
2263 局方品 ｷﾖｸﾎｳﾋﾝ 局方品
226301 局方品 ｷﾖｸﾎｳﾋﾝ 局方品
2298 その他の医薬品 ｿﾉﾀﾉｲﾔｸﾋﾝ その他の医薬品
229897 その他の医薬品 ｿﾉﾀﾉｲﾔｸﾋﾝ その他の医薬品
23 化粧品 ｹｼﾖｳﾋﾝ 化粧品
2321 基礎化粧品 ｷｿｹｼﾖｳﾋﾝ 基礎化粧品
232101 マッサージ・コールドクリーム ﾏﾂｻｰｼﾞ,ｺ-ﾙﾄﾞｸﾘ マッサージ・コールドクリーム
232103 メイク落とし ﾒｲｸｵﾄｼ メイク落とし
232105 洗顔料 ｾﾝｶﾞﾝﾘﾖｳ 洗顔料
232107 化粧水 ｹｼﾖｳｽｲ 化粧水
232109 乳液 ﾆﾕｳｴｷ 乳液
232111 美容液 ﾋﾞﾖｳｴｷ 美容液
232113 パック ﾊﾟﾂｸ パック
232115 フェイスクリーム ﾌｴｲｽｸﾘｰﾑ フェイスクリーム
232197 その他基礎化粧品 ｿﾉﾀｷｿｹｼﾖｳﾋﾝ その他基礎化粧品
2322 メイクアップ化粧品 ﾒｲｸｱﾂﾌﾟｹｼﾖｳﾋﾝ メイクアップ化粧品
232201 化粧下地 ｹｼﾖｳｼﾀｼﾞ 化粧下地
232203 コンシーラ ｺﾝｼｰﾗ コンシーラ
232205 ファンデーション ﾌｱﾝﾃﾞ-ｼﾖﾝ ファンデーション
232207 フェイスパウダー ﾌｴｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ フェイスパウダー
232209 アイカラー ｱｲｶﾗｰ アイカラー
232211 アイライナー ｱｲﾗｲﾅ- アイライナー
232213 マスカラ ﾏｽｶﾗ マスカラ
232215 アイブロウ ｱｲﾌﾞﾛｳ アイブロウ
232217 チークカラー ﾁｰｸｶﾗｰ チークカラー
232219 リップカラー ﾘﾂﾌﾟｶﾗｰ リップカラー
232221 ネイルカラー ﾈｲﾙｶﾗｰ ネイルカラー
232297 その他メイクアップ化粧品 ｿﾉﾀﾒｲｸｱﾂﾌﾟｹｼﾖｳ その他メイクアップ化粧品
2323 ボディケア化粧品 ﾎﾞﾃﾞｲｹｱｹｼﾖｳﾋﾝ ボディケア化粧品
232301 ボディローション・クリーム ﾎﾞﾃﾞｲﾛｰｼﾖﾝ,ｸﾘｰ ボディローション・クリーム
232303 リップクリーム ﾘﾂﾌﾟｸﾘ-ﾑ リップクリーム
232305 ハンドクリーム ﾊﾝﾄﾞｸﾘ-ﾑ ハンドクリーム
232307 ＵＶケア UVｹｱ ＵＶケア
232309 むだ毛処理剤 ﾑﾀﾞｹﾞｼﾖﾘｻﾞｲ むだ毛処理剤
232311 レッグ・フットケア ﾚﾂｸﾞ,ﾌﾂﾄｹｱ レッグ・フットケア
232313 制汗防臭剤 ｾｲｶﾝﾎﾞｳｼﾕｳｻﾞｲ 制汗防臭剤
232397 その他ボディケア化粧品 ｿﾉﾀﾎﾞﾃﾞｲｹｱｹｼﾖｳ その他ボディケア化粧品
2324 フレグランス ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ フレグランス
232401 香水 ｺｳｽｲ 香水
232403 トワレ ﾄﾜﾚ トワレ
232405 コロン ｺﾛﾝ コロン
232497 その他フレグランス ｿﾉﾀﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ その他フレグランス
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2325 インバスヘアケア ｲﾝﾊﾞｽﾍｱｹｱ インバスヘアケア
232501 シャンプー ｼﾔﾝﾌﾟ- シャンプー
232503 ヘアリンス・コンディショナー ﾍｱﾘﾝｽ,ｺﾝﾃﾞｼﾖﾅｰ ヘアリンス・コンディショナー
232505 ヘアトリートメント・パック ﾍｱ-ﾄﾘ-ﾄﾒﾝﾄ,ﾊﾟﾂ ヘアトリートメント・パック
232597 その他インバスヘアケア ｿﾉﾀｲﾝﾊﾞｽﾍｱｹｱ その他インバスヘアケア
2326 ヘアメイク ﾍｱﾒｲｸ ヘアメイク
232605 ブロー・スタイリング剤 ﾌﾞﾛ-,ｽﾀｲﾘﾝｸﾞｻﾞ ブロー・スタイリング剤
232607 ヘアスプレー・ヘアグロス ﾍｱｽﾌﾟﾚ-,ﾍｱｸﾞﾛｽ ヘアスプレー・ヘアグロス
232609 女性用ヘアトニック ｼﾞﾖｾｲﾖｳﾍｱ-ﾄﾆﾂｸ 女性用ヘアトニック
232611 女性用育毛・養毛剤 ｼﾞﾖｾｲﾖｳｲｸﾓｳ,ﾖｳ 女性用育毛・養毛剤
232613 パーマ剤 ﾊﾟ-ﾏｻﾞｲ パーマ剤
232697 その他ヘアメイク ｿﾉﾀﾍｱﾒｲｸ その他ヘアメイク
2327 ヘアカラー ﾍｱｶﾗｰ ヘアカラー
232701 黒髪用カラーリング剤 ｸﾛｶﾐﾖｳｶﾗｰﾘﾝｸﾞｻ 黒髪用カラーリング剤
232703 白髪用カラーリング剤 ｼﾗｶﾞﾖｳｶﾗｰﾘﾝｸﾞｻ 白髪用カラーリング剤
232797 その他ヘアカラー ｿﾉﾀﾍｱｶﾗｰ その他ヘアカラー
2328 男性化粧品 ﾀﾞﾝｾｲｹｼﾖｳﾋﾝ 男性化粧品
232801 プレシェーブ・シェービング剤 ﾌﾟﾚｼｴｰﾌﾞ,ｼｴ-ﾋﾞ プレシェーブ・シェービング剤
232803 男性用洗顔料・パック ﾀﾞﾝｾｲﾖｳｾﾝｶﾞﾝﾘﾖ 男性用洗顔料・パック
232805 男性用スキンローション ﾀﾞﾝｾｲﾖｳｽｷﾝﾛｰｼﾖ 男性用スキンローション
232807 男性用スキンクリーム・ミルク ﾀﾞﾝｾｲﾖｽｷﾝｸﾘｰﾑ, 男性用スキンクリーム・ミルク
232809 男性用メイクアップ ﾀﾞﾝｾｲﾖｳﾒｲｸｱﾂﾌﾟ 男性用メイクアップ
232811 男性用ヘアトニック ﾀﾞﾝｾｲﾖｳﾍｱ-ﾄﾆﾂｸ 男性用ヘアトニック
232813 男性用育毛・養毛剤 ﾀﾞﾝｾｲﾖｳｲｸﾓｳ,ﾓｳ 男性用育毛・養毛剤
232815 男性用ブロー・スタイリング剤 ﾀﾞﾝｾｲﾖｳﾌﾞﾛｰ,ｽﾀ 男性用ブロー・スタイリング剤
232817 男性用ヘアスプレー・ヘアグロス ﾀﾞﾝｾｲﾖｳﾍｱ-ｽﾌﾟﾚ 男性用ヘアスプレー・ヘアグロ
232821 男性黒髪用カラーリング剤 ﾀﾞﾝｾｲﾖｳｸﾛｶﾐﾖｳｶ 男性黒髪用カラーリング剤
232823 男性白髪用カラーリング剤 ﾀﾞﾝｾｲｼﾗｶﾞﾖｳｶﾗｰ 男性白髪用カラーリング剤
232825 男性用制汗防臭剤 ﾀﾞﾝｾｲﾖｳｾｲｶﾝﾎﾞｳ 男性用制汗防臭剤
232827 男性用フレグランス ﾀﾞﾝｾｲﾖｳﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ 男性用フレグランス
232897 その他男性化粧品 ｿﾉﾀﾀﾞﾝｾｲｹｼﾖｳﾋﾝ その他男性化粧品
2329 化粧小物 ｹｼﾖｳｺﾓﾉ 化粧小物
232901 カミソリ ｶﾐｿﾘ カミソリ
232903 ヘア用化粧用具 ﾍｱﾖｳｹｼﾖｳﾖｳｸﾞ ヘア用化粧用具
232905 フェイス用化粧用具 ﾌｴｲｽﾖｳｹｼﾖｳﾖｳｸﾞ フェイス用化粧用具
232907 ネイル用化粧用具 ﾈｲﾙﾖｳｹｼﾖｳﾖｳｸﾞ ネイル用化粧用具
232909 ボディ用化粧用具 ﾎﾞﾃﾞｲﾖｳｹｼﾖｳﾖｳｸ ボディ用化粧用具
232997 その他化粧小物 ｿﾉﾀｹｼﾖｳｺﾓﾉ その他化粧小物
2398 その他化粧品 ｿﾉﾀｹｼﾖｳﾋﾝ その他化粧品
239897 その他化粧品 ｿﾉﾀｹｼﾖｳﾋﾝ その他化粧品
24 家庭用品 ｶﾃｲﾖｳﾋﾝ 家庭用品
2401 食品包装 ｼﾖｸﾋﾝﾎｳｿｳ 食品包装
240101 ラッピングフィルム ﾗﾂﾋﾟﾝｸﾞﾌｲﾙﾑ ラッピングフィルム
240103 アルミホイル ｱﾙﾐﾎｲﾙ アルミホイル
240197 その他食品包装 ｿﾉﾀｼﾖｸﾋﾝﾎｳｿｳ その他食品包装
2402 掃除用品 ｿｳｼﾞﾖｳﾋﾝ 掃除用品
240201 ゴミ袋 ｺﾞﾐﾌﾞｸﾛ ゴミ袋
240203 ほうき・はたき類 ﾎｳｷ,ﾊﾀｷﾙｲ ほうき・はたき類
240205 ちり取り ﾁﾘﾄﾘ ちり取り
240207 掃除用ブラシ ｿｳｼﾞﾖｳﾌﾞﾗｼ 掃除用ブラシ
240209 モップ・雑巾 ﾓﾂﾌﾟ,ｿﾞｳｷﾝ モップ・雑巾
240211 バケツ・ペール ﾊﾞｹﾂ,ﾍﾟ-ﾙ バケツ・ペール
240213 屑入れ ｸｽﾞｲﾚ 屑入れ
240297 その他掃除用品 ｿﾉﾀｿｳｼﾞﾖｳﾋﾝ その他掃除用品
2403 洗濯・物干し用品 ｾﾝﾀｸ,ﾓﾉﾎｼﾖｳﾋﾝ 洗濯・物干し用品
240301 洗濯用品 ｾﾝﾀｸﾖｳﾋﾝ 洗濯用品
240303 物干し用品 ﾓﾉﾎｼﾖｳﾋﾝ 物干し用品
240305 洗濯仕上げ用品 ｾﾝﾀｸｼｱｹﾞﾖｳﾋﾝ 洗濯仕上げ用品
240397 その他洗濯・物干し用品 ｿﾉﾀｾﾝﾀｸ,ﾓﾉﾎｼﾖｳ その他洗濯・物干し用品
2404 台所用品 ﾀﾞｲﾄﾞｺﾛﾖｳﾋﾝ 台所用品
240401 ガスマット類 ｶﾞｽﾏﾂﾄﾙｲ ガスマット類
240403 ふきん・鍋つかみ類 ﾌｷﾝ,ﾅﾍﾞﾂｶﾐﾙｲ ふきん・鍋つかみ類
240405 たわし・スポンジ ﾀﾜｼ,ｽﾎﾟﾝｼﾞ たわし・スポンジ
240407 ペーパーフィルター ﾍﾟ-ﾊﾟ-ﾌｲﾙﾀ- ペーパーフィルター
240409 缶切り・栓抜き類 ｶﾝｷﾘ,ｾﾝﾇｷﾙｲ 缶切り・栓抜き類
240411 流し用品 ﾅｶﾞｼﾖｳﾋﾝ 流し用品
240413 キッチンペーパー ｷﾂﾁﾝﾍﾟ-ﾊﾟ- キッチンペーパー
240497 その他台所用品 ｿﾉﾀﾀﾞｲﾄﾞｺﾛﾖｳﾋﾝ その他台所用品
2405 浴室・トイレ用品 ﾖｸｼﾂ,ﾄｲﾚﾖｳﾋﾝ 浴室・トイレ用品
240501 浴室用品 ﾖｸｼﾂﾖｳﾋﾝ 浴室用品
240503 洗面用品 ｾﾝﾒﾝﾖｳﾋﾝ 洗面用品
240505 身体洗い用品 ｶﾗﾀﾞｱﾗｲﾖｳﾋﾝ 身体洗い用品
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240507 トイレ用品 ﾄｲﾚﾖｳﾋﾝ トイレ用品
240597 その他浴室・トイレ用品 ｿﾉﾀﾖｸｼﾂ,ﾄｲﾚﾖｳﾋ その他浴室・トイレ用品
2406 食卓用品 ｼﾖｸﾀｸﾖｳﾋﾝ 食卓用品
240601 食品調味料容器 ｼﾖｸﾋﾝﾁﾖｳﾐﾘﾖｳﾖｳ 食品調味料容器
240603 卓上小物 ﾀｸｼﾞﾖｳｺﾓﾉ 卓上小物
240605 箸 ﾊｼ 箸
240607 ナイフ・フォーク・スプーン ﾅｲﾌ,ﾌｵ-ｸ,ｽﾌﾟ-ﾝ ナイフ・フォーク・スプーン
240609 碗 ﾜﾝ 碗
240611 皿 ｻﾗ 皿
240613 鉢・丼 ﾊﾁ,ﾄﾞﾝ 鉢・丼
240615 コップ・グラス ｺﾂﾌﾟ,ｸﾞﾗｽ コップ・グラス
240617 湯呑・急須 ﾕﾉﾐ,ｷﾕｳｽ 湯呑・急須
240619 土瓶・鉄瓶 ﾄﾞﾋﾞﾝ,ﾃﾂﾋﾞﾝ 土瓶・鉄瓶
240621 徳利・盃 ﾄﾂｸﾘ,ｻｶｽﾞｷ 徳利・盃
240623 簡易食器 ｶﾝｲｼﾖﾂｷ 簡易食器
240625 弁当箱・ウェア ﾍﾞﾝﾄｳﾊﾞｺ,ｳｴｱ 弁当箱・ウェア
240627 魔法瓶・ジャー ﾏﾎｳﾋﾞﾝ,ｼﾞﾔ- 魔法瓶・ジャー
240697 その他食卓用品 ｿﾉﾀｼﾖｸﾀｸﾖｳﾋﾝ その他食卓用品
2407 調理用品 ﾁﾖｳﾘﾖｳﾋﾝ 調理用品
240701 鍋・釜類 ﾅﾍﾞ,ｶﾏﾙｲ 鍋・釜類
240703 やかん類 ﾔｶﾝ,ﾎﾟﾂﾄﾙｲ やかん類
240705 フライパン類 ﾌﾗｲﾊﾟﾝﾙｲ フライパン類
240707 調理器物 ﾁﾖｳﾘｷﾌﾞﾂ 調理器物
240709 製菓用品 ｾｲｶﾖｳﾋﾝ 製菓用品
240797 その他調理器具 ｿﾉﾀﾁﾖｳﾘｷｸﾞ その他調理器具
2408 リビング用品 ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾖｳﾋﾝ リビング用品
240801 シート類 ｼ-ﾄﾙｲ シート類
240803 壁紙・障子紙 ｶﾍﾞｶﾞﾐ,ｼﾖｳｼﾞｶﾞ 壁紙・障子紙
240805 ハンガーボード・フック ﾊﾝｶﾞ-ﾎﾞ-ﾄﾞ,ﾌﾂｸ ハンガーボード・フック
240807 ハンガー ﾊﾝｶﾞ- ハンガー
240809 リビング用テープ類 ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾖｳﾃ-ﾌﾟﾙｲ リビング用テープ類
240811 簡易収納ケース ｶﾝｲｼﾕｳﾉｳｹ-ｽ 簡易収納ケース
240813 テーブルクロス ﾃ-ﾌﾞﾙｸﾛｽ テーブルクロス
240897 その他リビング用品 ｿﾉﾀﾘﾋﾞﾝｸﾞﾖｳﾋﾝ その他リビング用品
2497 その他家庭用品 ｿﾉﾀｶﾃｲﾖｳﾋﾝ その他家庭用品
249701 線香 ｾﾝｺｳ 線香
249703 ローソク ﾛ-ｿｸ ローソク
249705 かいろ・湯たんぽ ｶｲﾛ,ﾕﾀﾝﾎﾟ かいろ・湯たんぽ
249707 マッチ ﾏﾂﾁ マッチ
249709 ライター ﾗｲﾀ- ライター
249711 喫煙用具 ｷﾂｴﾝﾖｳｸﾞ 喫煙用具
249713 荷造り用品 ﾆﾂﾞｸﾘﾖｳﾋﾝ 荷造り用品
249715 家庭用手袋 ｶﾃｲﾖｳﾃﾌﾞｸﾛ 家庭用手袋
249717 裁縫・手芸用品 ｻｲﾎｳ,ｼﾕｹﾞｲﾖｳﾋﾝ 裁縫・手芸用品
249719 靴関連用品 ｸﾂｶﾝﾚﾝﾖｳﾋﾝ 靴関連用品
249797 その他家庭用品 ｿﾉﾀｶﾃｲﾖｳﾋﾝ その他家庭用品
25 ＤＩＹ用品 DIYﾖｳﾋﾝ ＤＩＹ用品
2501 建築・塗装用具 ｹﾝﾁｸ,ﾄｿｳﾖｳｸﾞ 建築・塗装用具
250101 大工用品 ﾀﾞｲｸﾖｳﾋﾝ 大工用品
250103 電動工具 ﾃﾞﾝﾄﾞｳｺｳｸﾞ 電動工具
250105 塗装用具 ﾄｿｳﾖｳｸﾞ 塗装用具
250197 その他建築・塗装用具 ｿﾉﾀ ｹﾝﾁｸ,ﾄｿｳﾖｳ その他建築・塗装用具
2502 建築・塗装材料 ｹﾝﾁｸ,ﾄｿｳｻﾞｲﾘﾖｳ 建築・塗装材料
250201 建築・金具 ｹﾝﾁｸｶﾅｸﾞ 建築・金具
250203 木材 ﾓｸｻﾞｲ 木材
250205 基礎材 ｷｿｻﾞｲ 基礎材
250207 塗装材料 ﾄｿｳｻﾞｲﾘﾖｳ 塗装材料
250209 接着剤 ｾﾂﾁﾔｸｻﾞｲ 接着剤
250211 補修用品 ﾎｼﾕｳﾖｳﾋﾝ 補修用品
250297 その他建築・塗装材料 ｿﾉﾀｹﾝﾁｸ,ﾄｿｳｻﾞｲ その他建築・塗装材料
2503 ガス・水道部品 ｶﾞｽ,ｽｲﾄﾞｳﾌﾞﾋﾝ ガス・水道部品
250301 ガス部品 ｶﾞｽﾌﾞﾋﾝ ガス部品
250303 水道部品 ｽｲﾄﾞｳﾌﾞﾋﾝ 水道部品
250397 その他ガス・水道部品 ｿﾉﾀｶﾞｽ,ｽｲﾄﾞｳﾌﾞ その他ガス・水道部品
2504 園芸用品 ｴﾝｹﾞｲﾖｳﾋﾝ 園芸用品
250401 園芸用殺虫剤 ｴﾝｹﾞｲﾖｳｻﾂﾁﾕｳｻﾞ 園芸用殺虫剤
250403 肥料 ﾋﾘﾖｳ 肥料
250405 用土 ﾖｳﾄﾞ 用土
250407 種・球根類 ﾀﾈ,ｷﾕｳｺﾝﾙｲ 種・球根類
250409 鉢・フラワースタンド類 ﾊﾁ,ﾌﾗﾜ-ｽﾀﾝﾄﾞﾙｲ 鉢・フラワースタンド類
250411 園芸用具 ｴﾝｹﾞｲﾖｳｸﾞ 園芸用具
250413 生花用品 ｲｹﾊﾞﾅﾖｳﾋﾝ 生花用品
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250497 その他園芸用品 ｿﾉﾀｴﾝｹﾞｲﾖｳﾋﾝ その他園芸用品
2597 その他ＤＩＹ用品 ｿﾉﾀDIYﾖｳﾋﾝ その他ＤＩＹ用品
259797 その他ＤＩＹ用品 ｿﾉﾀDIYﾖｳﾋﾝ その他ＤＩＹ用品
26 ペット用品 ﾍﾟﾂﾄﾖｳﾋﾝ ペット用品
2621 犬 ｲﾇ 犬
262101 犬フード ｲﾇﾌｰﾄﾞ 犬フード
262103 犬用品・用具 ｲﾇﾖｳﾋﾝ,ﾖｳｸﾞ 犬用品・用具
262105 犬用医薬品 ｲﾇﾖｳｲﾔｸﾋﾝ 犬用医薬品
262107 犬生体 ｲﾇｾｲﾀｲ 犬生体
262197 その他犬関連品 ｿﾉﾀｲﾇｶﾝﾚﾝﾋﾝ その他犬関連品
2622 猫 ﾈｺ 猫
262201 猫フード ﾈｺﾌｰﾄﾞ 猫フード
262203 猫用品・用具 ﾈｺﾖｳﾋﾝ,ﾖｳｸﾞ 猫用品・用具
262205 猫用医薬品 ﾈｺｲﾔｸﾋﾝ 猫用医薬品
262207 猫生体 ﾈｺｾｲﾀｲ 猫生体
262297 その他猫関連品 ｿﾉﾀﾈｺｶﾝﾚﾝﾋﾝ その他猫関連品
2623 観賞魚 ｶﾝｼﾖｳｷﾞﾖ 観賞魚
262301 観賞魚フード ｶﾝｼﾖｳｷﾞﾖﾌｰﾄﾞ 観賞魚フード
262303 観賞魚用品・用具 ｶﾝｼﾖｳｷﾞﾖﾖｳﾋﾝ,ﾖ 観賞魚用品・用具
262305 観賞魚医薬品 ｶﾝｼﾖｳｷﾞﾖｲﾔｸﾋﾝ 観賞魚医薬品
262307 観賞魚生体 ｶﾝｼﾖｳｷﾞﾖｾｲﾀｲ 観賞魚生体
262397 その他観賞魚関連品 ｿﾉﾀｶﾝｼﾖｳｷﾞﾖｶﾝﾚ その他観賞魚関連品
2624 小鳥 ｺﾄﾘ 小鳥
262401 小鳥フード ｺﾄﾘﾌｰﾄﾞ 小鳥フード
262403 小鳥用品・用具 ｺﾄﾘﾖｳﾋﾝ,ﾖｳｸﾞ 小鳥用品・用具
262405 小鳥医薬品 ｺﾄﾘｲﾔｸﾋﾝ 小鳥医薬品
262407 小鳥生体 ｺﾄﾘｾｲﾀｲ 小鳥生体
262497 その他小鳥関連品 ｿﾉﾀｺﾄﾘｶﾝﾚﾝﾋﾝ その他小鳥関連品
2625 小動物 ｼﾖｳﾄﾞｳﾌﾞﾂ 小動物
262501 小動物フード ｼﾖｳﾄﾞｳﾌﾞﾂﾌｰﾄﾞ 小動物フード
262503 小動物用品・用具 ｼﾖｳﾄﾞｳﾌﾞﾂﾖｳﾋﾝ, 小動物用品・用具
262505 小動物用医薬品 ｼﾖｳﾄﾞｳﾌﾞﾂｲﾔｸﾋﾝ 小動物用医薬品
262507 小動物生体 ｼﾖｳﾄﾞｳﾌﾞﾂｾｲﾀｲ 小動物生体
262597 その他小動物関連品 ｿﾉﾀｼﾖｳﾄﾞｳﾌﾞﾂｶﾝ その他小動物関連品
2626 昆虫 ｺﾝﾁﾕｳ 昆虫
262601 昆虫フード ｺﾝﾁﾕｳﾌｰﾄﾞ 昆虫フード
262603 昆虫用品・用具 ｺﾝﾁﾕｳﾖｳﾋﾝ,ﾖｳｸﾞ 昆虫用品・用具
262605 昆虫用医薬品 ｺﾝﾁﾕｳｲﾔｸﾋﾝ 昆虫用医薬品
262607 昆虫生体 ｺﾝﾁﾕｳｾｲﾀｲ 昆虫生体
262697 その他昆虫関連品 ｿﾉﾀｺﾝﾁﾕｳｶﾝﾚﾝﾋﾝ その他昆虫関連品
2627 爬虫類・両生類 ﾊﾁﾕｳﾙｲ,ﾘﾖｳｾｲﾙｲ 爬虫類・両生類
262701 爬虫類・両生類フード ﾊﾁﾕｳﾙｲ,ﾘﾖｳｾｲﾙｲ 爬虫類・両生類フード
262703 爬虫類・両生類用品・用具 ﾊﾁﾕｳﾙｲ,ﾘﾖｳｾｲﾙｲ 爬虫類・両生類用品・用具
262705 爬虫類・両生類医薬品 ﾊﾁﾕｳﾙｲ,ﾘﾖｳｾｲﾙｲ 爬虫類・両生類医薬品
262707 爬虫類・両生類生体 ﾊﾁﾕｳﾙｲ,ﾘﾖｳｾｲﾙｲ 爬虫類・両生類生体
262797 その他爬虫類・両生類関連品 ｿﾉﾀﾊﾁﾕｳﾙｲ,ﾘﾖｳｾ その他爬虫類・両生類関連品
2698 その他のペット ｿﾉﾀﾉﾍﾟﾂﾄ その他のペット
269801 その他ペットフード ｿﾉﾀﾍﾟﾂﾄﾌｰﾄﾞ その他ペットフード
269803 その他ペット用品・用具 ｿﾉﾀﾍﾟﾂﾄﾖｳﾋﾝ,ﾖｳ その他ペット用品・用具
269805 その他ペット医薬品 ｿﾉﾀﾍﾟﾂﾄｲﾔｸﾋﾝ その他ペット医薬品
269807 その他ペット生体 ｿﾉﾀﾍﾟﾂﾄｾｲﾀｲ その他ペット生体
269897 その他ペット関連品 ｿﾉﾀﾍﾟﾂﾄｶﾝﾚﾝﾋﾝ その他ペット関連品
29 その他日用品 ｿﾉﾀﾆﾁﾖｳﾋﾝ その他日用品
2901 日用贈答品 ﾆﾁﾖｳｿﾞｳﾄｳﾋﾝ 日用贈答品
290101 日用贈答品 ﾆﾁﾖｳｿﾞｳﾄｳﾋﾝ 日用贈答品
290197 その他日用贈答品 ｿﾉﾀﾆﾁﾖｳｿﾞｳﾄｳﾋﾝ その他日用贈答品
2903 フィルム ﾌｲﾙﾑ フィルム
290301 写真用フィルム ｼﾔｼﾝﾖｳﾌｲﾙﾑ 写真用フィルム
290303 ８ミリフィルム 8ﾐﾘﾌｲﾙﾑ ８ミリフィルム
290397 その他フィルム ｿﾉﾀﾌｲﾙﾑ その他フィルム
2904 オーディオ・ビデオテ－プ ｵ-ﾃﾞｲｵ,ﾋﾞﾃﾞｵﾃ- オーディオ・ビデオテ－プ
290401 カセットテープ ｶｾﾂﾄﾃ-ﾌﾟ カセットテープ
290403 オープンリールテープ ｵ-ﾌﾟﾝﾘ-ﾙﾃ-ﾌﾟ オープンリールテープ
290405 ビデオテープ ﾋﾞﾃﾞｵﾃ-ﾌﾟ ビデオテープ
290497 その他オーディオ・ビデオテープ ｿﾉﾀｵ-ﾃﾞｲｵ,ﾋﾞﾃﾞ その他オーディオ・ビデオテー
290499 オーディオ・ビデオテープ ｵ-ﾃﾞｲｵ,ﾋﾞﾃﾞｵﾃ- オーディオ・ビデオテープ
2997 その他日用品 ｿﾉﾀﾆﾁﾖｳﾋﾝ その他日用品
299797 その他日用品 ｿﾉﾀﾆﾁﾖｳﾋﾝ その他日用品
3 文化用品 ﾌﾞﾝｶﾖｳﾋﾝ 文化用品
31 文具・事務用品・情報文具 ﾌﾞﾝｸﾞ,ｼﾞﾑﾖｳﾋﾝ 文具・事務用品・情報文具
3101 情報整理用品 ｼﾞﾖｳﾎｳｾｲﾘﾖｳﾋﾝ 情報整理用品
310101 ＯＡスタンド OAｽﾀﾝﾄﾞ ＯＡスタンド
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310103 カードケース・ボックス ｶ-ﾄﾞｹ-ｽ,ﾎﾞﾂｸｽ カードケース・ボックス
310197 情報整理用品一般 ｼﾞﾖｳﾎｳｾｲﾘﾖｳﾋﾝｲ 情報整理用品一般
3102 ファイル・バインダー ﾌｱｲﾙ,ﾊﾞｲﾝﾀﾞ- ファイル・バインダー
310201 ファイル ﾌｱｲﾙ ファイル
310203 ボックスファイル ﾎﾞﾂｸｽﾌｱｲﾙ ボックスファイル
310205 フォルダー ﾌｵﾙﾀﾞ- フォルダー
310207 用箋挟み ﾖｳｾﾝﾊﾞｻﾐ 用箋挟み
310209 バインダー ﾊﾞｲﾝﾀﾞ- バインダー
310297 ファイル・バインダー、一般 ﾌｱｲﾙ,ﾊﾞｲﾝﾀﾞ-,ｲ ファイル・バインダー、一般
3103 事務用品 ｼﾞﾑﾖｳﾋﾝ 事務用品
310301 印章・印字用品 ｲﾝｼﾖｳ,ｲﾝｼﾞﾖｳﾋﾝ 印章・印字用品
310303 ファスナー ﾌｱｽﾅ- ファスナー
310305 クリップ ｸﾘﾂﾌﾟ クリップ
310307 画鋲・ピン ｶﾞﾋﾞﾖｳ,ﾋﾟﾝ 画鋲・ピン
310309 ゴムバンド ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ ゴムバンド
310311 カッターナイフ ｶﾂﾀ-ﾅｲﾌ カッターナイフ
310313 はさみ ﾊｻﾐ はさみ
310315 粘着テープ ﾈﾝﾁﾔｸﾃ-ﾌﾟ 粘着テープ
310317 糊つきメモ ﾉﾘﾂｷﾒﾓ 糊つきメモ
310319 接着剤 ｾﾂﾁﾔｸｻﾞｲ 接着剤
310397 事務用品一般 ｼﾞﾑﾖｳﾋﾝｲﾂﾊﾟﾝ 事務用品一般
3104 筆記用具 ﾋﾂｷﾖｳｸﾞ 筆記用具
310401 鉛筆 ｴﾝﾋﾟﾂ 鉛筆
310403 シャープペンシル ｼﾔ-ﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ シャープペンシル
310405 ボールペン ﾎﾞ-ﾙﾍﾟﾝ ボールペン
310407 マーキングペン ﾏ-ｷﾝｸﾞﾍﾟﾝ マーキングペン
310409 万年筆 ﾏﾝﾈﾝﾋﾂ 万年筆
310411 消しゴム ｹｼｺﾞﾑ 消しゴム
310413 修正液 ｼﾕｳｾｲｴｷ 修正液
310415 筆ペン ﾌﾃﾞﾍﾟﾝ 筆ペン
310497 筆記用具一般 ﾋﾂｷﾖｳｸﾞｲﾂﾊﾟﾝ 筆記用具一般
3105 紙製品 ｶﾐｾｲﾋﾝ 紙製品
310501 ノート ﾉ-ﾄ ノート
310503 手帳 ﾃﾁﾖｳ 手帳
310505 カード ｶ-ﾄﾞ カード
310507 便箋 ﾋﾞﾝｾﾝ 便箋
310509 封筒 ﾌｳﾄｳ 封筒
310511 保存袋、手提袋 ﾎｿﾞﾝﾌｸﾛ,ﾃｻｹﾞﾌｸ 保存袋、手提袋
310513 事務用紙製品 ｼﾞﾑﾖｳｶﾐｾｲﾋﾝ 事務用紙製品
310515 届け出用紙 ﾄﾄﾞｹﾃﾞﾖｳｼ 届け出用紙
310597 紙製品一般 ｶﾐｾｲﾋﾝｲﾂﾊﾟﾝ 紙製品一般
3106 日用紙製品 ﾆﾁﾖｳｶﾐｾｲﾋﾝ 日用紙製品
310601 アルバム ｱﾙﾊﾞﾑ アルバム
310603 礼式用品 ﾚｲｼｷﾖｳﾋﾝ 礼式用品
310605 一般紙製品 ｲﾂﾊﾟﾝｶﾐｾｲﾋﾝ 一般紙製品
310607 輸入紙製品 ﾕﾆﾕｳｶﾐｾｲﾋﾝ 輸入紙製品
310609 はがき ﾊｶﾞｷ はがき
310611 和本 ﾜﾎﾞﾝ 和本
310613 包装用品 ﾎｳｿｳﾖｳﾋﾝ 包装用品
310697 日用紙製品一般 ﾆﾁﾖｳｶﾐｾｲﾋﾝｲﾂﾊﾟ 日用紙製品一般
3107 教育関連用品 ｷﾖｳｲｸｶﾝﾚﾝﾖｳﾋﾝ 教育関連用品
310701 絵画用品 ｶｲｶﾞﾖｳﾋﾝ 絵画用品
310703 書道用品 ｼﾖﾄﾞｳﾖｳﾋﾝ 書道用品
310705 彫刻用品 ﾁﾖｳｺｸﾖｳﾋﾝ 彫刻用品
310707 そろばん ｿﾛﾊﾞﾝ そろばん
310709 鉛筆削り ｴﾝﾋﾟﾂｹｽﾞﾘ 鉛筆削り
310711 筆入れ ﾌﾃﾞｲﾚ 筆入れ
310713 定規・コンパス ｼﾞﾖｳｷﾞ,ｺﾝﾊﾟｽ 定規・コンパス
310715 学童用品・教材教具 ｶﾞｸﾄﾞｳﾖｳﾋﾝ,ｷﾖｳ 学童用品・教材教具
310717 地球儀類 ﾁｷﾕｳｷﾞﾙｲ 地球儀類
310719 光学用品 ｺｳｶﾞｸﾖｳﾋﾝ 光学用品
310797 教育関連用品一般 ｷﾖｳｲｸｶﾝﾚﾝﾖｳﾋﾝｲ 教育関連用品一般
3108 電子文具 ﾃﾞﾝｼﾌﾞﾝｸﾞ 電子文具
310801 電卓 ﾃﾞﾝﾀｸ 電卓
310803 電子手帳 ﾃﾞﾝｼﾃﾁﾖｳ 電子手帳
310805 電子黒板 ﾃﾞﾝｼｺｸﾊﾞﾝ 電子黒板
310897 電子文具一般 ﾃﾞﾝｼﾌﾞﾝｸﾞｲﾂﾊﾟﾝ 電子文具一般
3109 事務用機器 ｼﾞﾑﾖｳｷｷ 事務用機器
310901 チェックライター ﾁｴﾂｸﾗｲﾀ- チェックライター
310903 パンチ ﾊﾟﾝﾁ パンチ
310905 ホチキス ﾎﾁｷｽ ホチキス
310907 裁断器 ｻｲﾀﾞﾝｷ 裁断器
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310997 事務用機器一般 ｼﾞﾑﾖｳｷｷｲﾂﾊﾟﾝ 事務用機器一般
3110 事務機械 ｼﾞﾑｷｶｲ 事務機械
311001 ワードプロセッサ ﾜ-ﾄﾞﾌﾟﾛｾﾂｻ ワードプロセッサ
311003 複写機 ﾌｸｼﾔｷ 複写機
311005 タイムレコーダー ﾀｲﾑﾚｺ-ﾀﾞ- タイムレコーダー
311007 ファクシミリ・電話 ﾌｱｸｼﾐﾘ,ﾃﾞﾝﾜ ファクシミリ・電話
311009 レジスター ﾚｼﾞｽﾀ- レジスター
311011 パソコン ﾊﾟｿｺﾝ パソコン
311013 印刷機 ｲﾝｻﾂｷ 印刷機
311015 シュレッダー ｼﾕﾚﾂﾀﾞ- シュレッダー
311017 ラミネーター ﾗﾐﾈ-ﾀ- ラミネーター
311019 オーバーヘッドプロジェクター ｵ-ﾊﾞ-ﾍﾂﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞ オーバーヘッドプロジェクター
311021 製本機 ｾｲﾎﾝｷ 製本機
311097 事務機械一般 ｼﾞﾑｷｶｲｲﾂﾊﾟﾝ 事務機械一般
3111 ＯＡサプライズ OAｻﾌﾟﾗｲｽﾞ ＯＡサプライズ
311101 データファイル・バインダー ﾃﾞ-ﾀﾌｱｲﾙ,ﾊﾞｲﾝﾀ データファイル・バインダー
311103 フロッピーディスク ﾌﾛﾂﾋﾟ-ﾃﾞｲｽｸ フロッピーディスク
311105 ＯＡ用紙 OAﾖｳｼ ＯＡ用紙
311107 ＯＡリボン OAﾘﾎﾞﾝ ＯＡリボン
311109 ラミネート用品 ﾗﾐﾈ-ﾄﾖｳﾋﾝ ラミネート用品
311111 ＯＨＰ用品 OHPﾖｳﾋﾝ ＯＨＰ用品
311197 ＯＡサプライズ一般 OAｻﾌﾟﾗｲｽﾞｲﾂﾊﾟﾝ ＯＡサプライズ一般
3112 設計製図用品 ｾﾂｹｲｾｲｽﾞﾖｳﾋﾝ 設計製図用品
311201 製図機械 ｾｲｽﾞｷｶｲ 製図機械
311203 製図ペン ｾｲｽﾞﾍﾟﾝ 製図ペン
311205 製図用定規・コンパス ｾｲｽﾞﾖｳｼﾞﾖｳｷﾞ.ｺ 製図用定規・コンパス
311297 設計製図用品一般 ｾﾂｹｲｾｲｽﾞﾖｳﾋﾝｲﾂ 設計製図用品一般
3113 デザイン画材用品 ﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｻﾞｲﾖｳﾋ デザイン画材用品
311301 レタリングシート ﾚﾀﾘﾝｸﾞｼ-ﾄ レタリングシート
311397 デザイン画材用品一般 ﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｻﾞｲﾖｳﾋ デザイン画材用品一般
3115 オフィス家具 ｵﾌｲｽｶｸﾞ オフィス家具
311501 机・テーブル ﾂｸｴ.ﾃ-ﾌﾞﾙ 机・テーブル
311503 椅子 ｲｽ 椅子
311505 収納家具・ロッカー ｼﾕｳﾉｳｶｸﾞ,ﾛﾂｶ- 収納家具・ロッカー
311507 金庫 ｷﾝｺ 金庫
311509 物品棚 ﾌﾞﾂﾋﾟﾝﾀﾅ 物品棚
311511 オフィスアクセサリー ｵﾌｲｽｱｸｾｻﾘ- オフィスアクセサリー
311513 黒板・ホワイトボード ｺｸﾊﾞﾝ,ﾎﾜｲﾄﾎﾞ-ﾄ 黒板・ホワイトボード
311515 応接セット ｵｳｾﾂｾﾂﾄ 応接セット
311597 オフィス家具一般 ｵﾌｲｽｶｸﾞｲﾂﾊﾟﾝ オフィス家具一般
3116 携帯文具 ｹｲﾀｲﾌﾞﾝｸﾞ 携帯文具
311601 袋ものカバン ﾌｸﾛﾓﾉｶﾊﾞﾝ 袋ものカバン
311603 パスケース ﾊﾟｽｹ-ｽ パスケース
311605 名刺入れ ﾒｲｼｲﾚ 名刺入れ
311697 携帯文具一般 ｹｲﾀｲﾌﾞﾝｸﾞｲﾂﾊﾟﾝ 携帯文具一般
3117 文具、事務用品贈答品 ﾌﾞﾝｸﾞ,ｼﾞﾑﾖｳﾋﾝｿ 文具、事務用品贈答品
311797 文具、事務用品贈答品一般 ﾌﾞﾝｸﾞ,ｼﾞﾑﾖｳﾋﾝｿ 文具、事務用品贈答品一般
3118 文具関連電気用品 ﾌﾞﾝｸﾞｶﾝﾚﾝﾃﾞﾝｷﾖ 文具関連電気用品
311801 電池 ﾃﾞﾝﾁ 電池
311803 カセット ｶｾﾂﾄ カセット
311805 ビデオテープ ﾋﾞﾃﾞｵﾃ-ﾌﾟ ビデオテープ
311897 文具関連電気用品一般 ﾌﾞﾝｸﾞｶﾝﾚﾝﾃﾞﾝｷﾖ 文具関連電気用品一般
3197 一般文具・事務用品・情報文具 ﾌﾞﾝｸﾞ,ｼﾞﾑﾖｳﾋﾝ 一般文具・事務用品・情報文具
319797 その他一般文具・事務用品・情報文具 ﾌﾞﾝｸﾞ,ｼﾞﾑﾖｳﾋﾝ その他一般文具・事務用品・情
32 玩具 ｶﾞﾝｸﾞ 玩具
3201 一般ゲーム ｲﾂﾊﾟﾝｹﾞ-ﾑ 一般ゲーム
320101 盤ゲーム ﾊﾞﾝｹﾞ-ﾑ 盤ゲーム
320103 アクションゲーム ｱｸｼﾖﾝｹﾞ-ﾑ アクションゲーム
320105 ミニゲーム ﾐﾆｹﾞ-ﾑ ミニゲーム
320107 ジョークゲーム ｼﾞﾖ-ｸｹﾞ-ﾑ ジョークゲーム
320111 シミュレーションゲーム ｼﾐﾕﾚ-ｼﾖﾝｹﾞ-ﾑ シミュレーションゲーム
320113 カードゲーム ｶ-ﾄﾞｹﾞ-ﾑ カードゲーム
320115 古典ゲーム ｺﾃﾝｹﾞ-ﾑ 古典ゲーム
320117 手品 ﾃｼﾞﾅ 手品
320119 ジョークトーイ ｼﾞﾖ-ｸﾄ-ｲ ジョークトーイ
320121 その他アダルトゲーム ｿﾉﾀｱﾀﾞﾙﾄｹﾞ-ﾑ その他アダルトゲーム
320197 一般ゲームその他 ｲﾂﾊﾟﾝｹﾞ-ﾑｿﾉﾀ 一般ゲームその他
3202 パズル ﾊﾟｽﾞﾙ パズル
320201 パズル ﾊﾟｽﾞﾙ パズル
320203 ジグソーパズル ｼﾞｸﾞｿ-ﾊﾟｽﾞﾙ ジグソーパズル
320297 その他パズル ｿﾉﾀﾊﾟｽﾞﾙ その他パズル
3203 電子ゲーム ﾃﾞﾝｼｹﾞ-ﾑ 電子ゲーム
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320301 電子ゲーム ﾃﾞﾝｼｹﾞ-ﾑ 電子ゲーム
320397 電子ゲームその他 ﾃﾞﾝｼｹﾞ-ﾑｿﾉﾀ 電子ゲームその他
3204 テレビゲーム・パソコン ﾃﾚﾋﾞｹﾞ-ﾑ.ﾊﾟｿｺﾝ テレビゲーム・パソコン
320401 テレビゲーム・パソコン本体 ﾃﾚﾋﾞｹﾞ-ﾑ.ﾊﾟｿｺﾝ テレビゲーム・パソコン本体
320403 テレビゲーム・パソコンソフト ﾃﾚﾋﾞｹﾞ-ﾑ.ﾊﾟｿｺﾝ テレビゲーム・パソコンソフト
320497 その他テレビゲーム・パソコン ｿﾉﾀﾃﾚﾋﾞｹﾞ-ﾑ.ﾊﾟ その他テレビゲーム・パソコン
3205 男児キャラクター ﾀﾞﾝｼﾞｷﾔﾗｸﾀ- 男児キャラクター
320501 オリジナル男児キャラクター ｵﾘｼﾞﾅﾙﾀﾞﾝｼﾞｷﾔﾗ オリジナル男児キャラクター
320503 マスコミ男児キャラクター ﾏｽｺﾐﾀﾞﾝｼﾞｷﾔﾗｸﾀ マスコミ男児キャラクター
320597 その他男児キャラクター ｿﾉﾀﾀﾞﾝｼﾞｷﾔﾗｸﾀ- その他男児キャラクター
3206 アクショントーイ ｱｸｼﾖﾝﾄ-ｲ アクショントーイ
320601 フリクションアクショントーイ ﾌﾘｸｼﾖﾝｱｸｼﾖﾝﾄ-ｲ フリクションアクショントーイ
320603 バッテリーアクショントーイ ﾊﾞﾂﾃﾘ-ｱｸｼﾖﾝﾄ-ｲ バッテリーアクショントーイ
320605 ゼンマイアクショントーイ ｾﾞﾝﾏｲｱｸｼﾖﾝﾄ-ｲ ゼンマイアクショントーイ
320697 その他アクショントーイ ｿﾉﾀｱｸｼﾖﾝﾄ-ｲ その他アクショントーイ
3207 ミニカー ﾐﾆｶ- ミニカー
320701 ミニカー ﾐﾆｶ- ミニカー
320703 ミニカー用品 ﾐﾆｶ-ﾖｳﾋﾝ ミニカー用品
320705 アクションミニカー ｱｸｼﾖﾝﾐﾆｶ- アクションミニカー
320797 その他ミニカー ｿﾉﾀﾐﾆｶ- その他ミニカー
3208 レールトーイ ﾚ-ﾙﾄ-ｲ レールトーイ
320801 レールトーイ ﾚ-ﾙﾄ-ｲ レールトーイ
320897 その他レールトーイ ｿﾉﾀﾚ-ﾙﾄ-ｲ その他レールトーイ
3209 コントロール・サイエンストーイ ｺﾝﾄﾛ-ﾙ.ｻｲｴﾝｽﾄ- コントロール・サイエンストー
320901 トイラジオコントロール ﾄｲﾗｼﾞｵｺﾝﾄﾛ-ﾙ トイラジオコントロール
320903 リモートコントロール ﾘﾓ-ﾄｺﾝﾄﾛ-ﾙ リモートコントロール
320905 レーシング ﾚ-ｼﾝｸﾞ レーシング
320909 ハイテックロボ ﾊｲﾃﾂｸﾛﾎﾞ ハイテックロボ
320911 サイエンスホビー ｻｲｴﾝｽﾎﾋﾞ- サイエンスホビー
320997 その他コントロール・サイエンストーイ ｿﾉﾀｺﾝﾄﾛ-ﾙ.ｻｲｴﾝ その他コントロール・サイエン
3210 きせかえ ｷｾｶｴ きせかえ
321001 人形 ﾆﾝｷﾞﾖｳ 人形
321003 ハウス・家具 ﾊｳｽ.ｶｸﾞ ハウス・家具
321005 きせかえ用品 ｷｾｶｴﾖｳﾋﾝ きせかえ用品
321097 その他　きせかえ ｿﾉﾀ ｷｾｶｴ その他　きせかえ
3211 ままごと ﾏﾏｺﾞﾄ ままごと
321101 ままごと ﾏﾏｺﾞﾄ ままごと
321197 その他　ままごと ｿﾉﾀ ﾏﾏｺﾞﾄ その他　ままごと
3212 女児ホビー ｼﾞﾖｼﾞﾎﾋﾞ- 女児ホビー
321201 女児ホビー ｼﾞﾖｼﾞﾎﾋﾞ- 女児ホビー
321203 女児コレクションホビー ｼﾞﾖｼﾞｺﾚｸｼﾖﾝﾎﾋﾞ 女児コレクションホビー
321207 音楽 ｵﾝｶﾞｸ 音楽
321297 その他女児ホビー ｿﾉﾀｼﾞﾖｼﾞﾎﾋﾞ- その他女児ホビー
3213 トイドール ﾄｲﾄﾞ-ﾙ トイドール
321301 抱き人形 ﾀﾞｷﾆﾝｷﾞﾖｳ 抱き人形
321303 アクション人形 ｱｸｼﾖﾝﾆﾝｷﾞﾖｳ アクション人形
321305 ファッション人形 ﾌｱﾂｼﾖﾝﾆﾝｷﾞﾖｳ ファッション人形
321397 その他トイドール ｿﾉﾀﾄｲﾄﾞ-ﾙ その他トイドール
3214 知育・音楽玩具 ﾁｲｸ.ｵﾝｶﾞｸｶﾞﾝｸﾞ 知育・音楽玩具
321401 学習器 ｶﾞｸｼﾕｳｷ 学習器
321403 ブロック ﾌﾞﾛﾂｸ ブロック
321405 積木 ﾂﾐｷ 積木
321407 マイク・楽器 ﾏｲｸ.ｶﾞﾂｷ マイク・楽器
321409 工作 ｺｳｻｸ 工作
321411 幼児用パズル ﾖｳｼﾞﾖｳﾊﾟｽﾞﾙ 幼児用パズル
321497 その他知育 ｿﾉﾀﾁｲｸ その他知育
3215 保育玩具 ﾎｲｸｶﾞﾝｸﾞ 保育玩具
321501 バストーイ ﾊﾞｽﾄ-ｲ バストーイ
321503 ベビートーイ ﾍﾞﾋﾞ-ﾄ-ｲ ベビートーイ
321505 ベビー用品 ﾍﾞﾋﾞ-ﾖｳﾋﾝ ベビー用品
321597 その他保育玩具 ｿﾉﾀﾎｲｸｶﾞﾝｸﾞ その他保育玩具
3216 ファンシー ﾌｱﾝｼ- ファンシー
321601 リビング ﾘﾋﾞﾝｸﾞ リビング
321603 生活雑貨 ｾｲｶﾂｻﾞﾂｶ 生活雑貨
321605 身辺雑貨 ｼﾝﾍﾟﾝｻﾞﾂｶ 身辺雑貨
321607 フーズ ﾌ-ｽﾞ フーズ
321609 パーティー ﾊﾟ-ﾃｲ- パーティー
321611 レジャー用品 ﾚｼﾞﾔ-ﾖｳﾋﾝ レジャー用品
321613 ステーショナリー ｽﾃ-ｼﾖﾅﾘ- ステーショナリー
321697 その他ファンシー ｿﾉﾀﾌｱﾝｼ- その他ファンシー
3217 ぬいぐるみ ﾇｲｸﾞﾙﾐ ぬいぐるみ
321701 ぬいぐるみ ﾇｲｸﾞﾙﾐ ぬいぐるみ
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321703 キャラクターぬいぐるみ ｷﾔﾗｸﾀ-ﾇｲｸﾞﾙﾐ キャラクターぬいぐるみ
321705 アクションぬいぐるみ ｱｸｼﾖﾝﾇｲｸﾞﾙﾐ アクションぬいぐるみ
321797 その他ぬいぐるみ ｿﾉﾀﾇｲｸﾞﾙﾐ その他ぬいぐるみ
3218 プラモデル ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙ プラモデル
321801 プラモデル（陸） ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙ(ﾘｸ) プラモデル（陸）
321803 プラモデル（海） ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙ(ｳﾐ) プラモデル（海）
321805 プラモデル（空） ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙ(ｿﾗ) プラモデル（空）
321807 プラモデルキャラクター ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙｷﾔﾗｸﾀ- プラモデルキャラクター
321897 その他プラモデル ｿﾉﾀﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙ その他プラモデル
3219 ラジオコントロール ﾗｼﾞｵｺﾝﾄﾛ-ﾙ ラジオコントロール
321901 電動ラジオコントロール ﾃﾞﾝﾄﾞｳﾗｼﾞｵｺﾝﾄﾛ 電動ラジオコントロール
321903 エンジンラジオコントロール ｴﾝｼﾞﾝﾗｼﾞｵｺﾝﾄﾛ- エンジンラジオコントロール
321905 ラジオコントロール用品 ﾗｼﾞｵｺﾝﾄﾛ-ﾙﾖｳﾋﾝ ラジオコントロール用品
321997 その他　ラジオコントロール ｿﾉﾀ ﾗｼﾞｵｺﾝﾄﾛ-ﾙ その他　ラジオコントロール
3220 鉄道模型 ﾃﾂﾄﾞｳﾓｹｲ 鉄道模型
322001 Ｎゲージ Nｹﾞ-ｼﾞ Ｎゲージ
322003 その他のゲージ ｿﾉﾀﾉｹﾞ-ｼﾞ その他のゲージ
322005 鉄道模型用品 ﾃﾂﾄﾞｳﾓｹｲﾖｳﾋﾝ 鉄道模型用品
322097 その他　鉄道模型 ｿﾉﾀ ﾃﾂﾄﾞｳﾓｹｲ その他　鉄道模型
3221 ガン ｶﾞﾝ ガン
322101 シューティングガン ｼﾕ-ﾃｲﾝｸﾞｶﾞﾝ シューティングガン
322103 モデルガン ﾓﾃﾞﾙｶﾞﾝ モデルガン
322105 ガン用品 ｶﾞﾝﾖｳﾋﾝ ガン用品
322197 その他　ガン ｿﾉﾀ ｶﾞﾝ その他　ガン
3222 クラフト・アダルトホビー ｸﾗﾌﾄ.ｱﾀﾞﾙﾄﾎﾋﾞ- クラフト・アダルトホビー
322201 クラフトホビー ｸﾗﾌﾄﾎﾋﾞ- クラフトホビー
322203 アダルトホビー ｱﾀﾞﾙﾄﾎﾋﾞ- アダルトホビー
322297 その他クラフト・アダルトホビー ｿﾉﾀｸﾗﾌﾄ.ｱﾀﾞﾙﾄﾎ その他クラフト・アダルトホビ
3223 ホビー関連用品 ﾎﾋﾞ-ｶﾝﾚﾝﾖｳﾋﾝ ホビー関連用品
322301 ホビー関連用品 ﾎﾋﾞ-ｶﾝﾚﾝﾖｳﾋﾝ ホビー関連用品
322397 その他　ホビー関連用品 ｿﾉﾀ ﾎﾋﾞ-ｶﾝﾚﾝﾖｳ その他　ホビー関連用品
3224 ギフト人形 ｷﾞﾌﾄﾆﾝｷﾞﾖｳ ギフト人形
322401 和人形 ﾆﾎﾝﾆﾝｷﾞﾖｳ 和人形
322403 洋人形 ｾｲﾖｳﾆﾝｷﾞﾖｳ 洋人形
322405 アンティック人形 ｱﾝﾃｲﾂｸﾆﾝｷﾞﾖｳ アンティック人形
322497 その他　ギフト人形 ｿﾉﾀ ｷﾞﾌﾄﾆﾝｷﾞﾖｳ その他　ギフト人形
3225 季節用品 ｷｾﾂﾖｳﾋﾝ 季節用品
322501 正月人形 1ｶﾞﾂﾆﾝｷﾞﾖｳ 正月人形
322503 三月人形 3ｶﾞﾂﾆﾝｷﾞﾖｳ 三月人形
322505 五月人形 5ｶﾞﾂﾆﾝｷﾞﾖｳ 五月人形
322507 その他人形 ｿﾉﾀﾆﾝｷﾞﾖｳ その他人形
322509 正月用品 ｼﾖｳｶﾞﾂﾖｳﾋﾝ 正月用品
322511 水物ビニール用品 ﾐｽﾞﾓﾉﾋﾞﾆ-ﾙﾖｳﾋﾝ 水物ビニール用品
322513 その他夏物用品 ｿﾉﾀﾅﾂﾓﾉﾖｳﾋﾝ その他夏物用品
322515 縁日物玩具 ｴﾝﾆﾁﾓﾉｶﾞﾝｸﾞ 縁日物玩具
322517 クリスマス用品 ｸﾘｽﾏｽﾖｳﾋﾝ クリスマス用品
322597 その他　季節用品 ｿﾉﾀ ｷｾﾂﾖｳﾋﾝ その他　季節用品
3226 花火 ﾊﾅﾋﾞ 花火
322601 幼児向け花火 ﾖｳｼﾞﾑｹﾊﾅﾋﾞ 幼児向け花火
322603 ヤング向け花火 ﾔﾝｸﾞﾑｹﾊﾅﾋﾞ ヤング向け花火
322697 その他　花火 ｿﾉﾀ ﾊﾅﾋﾞ その他　花火
3227 小物玩具 ｺﾓﾉｶﾞﾝｸﾞ 小物玩具
322701 小物玩具 ｺﾓﾉｶﾞﾝｸﾞ 小物玩具
322703 紙製玩具 ｶﾐｾｲｶﾞﾝｸﾞ 紙製玩具
322797 その他　小物玩具 ｿﾉﾀ ｺﾓﾉｶﾞﾝｸﾞ その他　小物玩具
3228 トイスポーツ ﾄｲｽﾎﾟ-ﾂ トイスポーツ
322801 トイスポーツ ﾄｲｽﾎﾟ-ﾂ トイスポーツ
322803 ジュニアトイスポーツ ｼﾞﾕﾆｱﾄｲｽﾎﾟ-ﾂ ジュニアトイスポーツ
322897 その他スポーツ ｿﾉﾀｽﾎﾟ-ﾂ その他スポーツ
3229 乗物 ﾉﾘﾓﾉ 乗物
322901 乗物 ﾉﾘﾓﾉ 乗物
322903 ベビーカー ﾍﾞﾋﾞ-ｶ- ベビーカー
322905 遊具 ﾕｳｸﾞ 遊具
322997 その他乗物 ｿﾉﾀﾉﾘﾓﾉ その他乗物
3297 その他玩具 ｿﾉﾀｶﾞﾝｸﾞ その他玩具
329797 その他玩具 ｿﾉﾀｶﾞﾝｸﾞ その他玩具
33 書籍 ｼﾖｾｷ 書籍
3397 一般書籍 ｲﾂﾊﾟﾝｼﾖｾｷ 一般書籍
339797 一般書籍 ｲﾂﾊﾟﾝｼﾖｾｷ 一般書籍
34 楽器・音響ソフト ｶﾞﾂｷ,ｵﾝｷﾖｳｿﾌﾄ 楽器・音響ソフト
3401 ピアノ類 ﾋﾟｱﾉﾙｲ ピアノ類
340101 ピアノ ﾋﾟｱﾉ ピアノ
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340103 ハープシコード、鍵盤弦楽器 ﾊ-ﾌﾟｼｺ-ﾄﾞﾙｲ ハープシコード、鍵盤弦楽器
340105 ハープ ﾊ-ﾌﾟ ハープ
340197 ピアノその他けん（鍵）盤楽器一般 ﾋﾟｱﾉ,ｹﾝﾊﾞﾝｶﾞﾂｷ ピアノその他けん（鍵）盤楽器
3402 オルガン類 ｵﾙｶﾞﾝﾙｲ オルガン類
340201 パイプオルガン ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ パイプオルガン
340203 リードオルガン ﾘ-ﾄﾞｵﾙｶﾞﾝ リードオルガン
340205 ハーモニカ ﾊ-ﾓﾆｶ ハーモニカ
340207 けん盤ハーモニカ ｹﾝﾊﾞﾝﾊ-ﾓﾆｶ けん盤ハーモニカ
340209 アコーディオン ｱｺ-ﾃﾞｲｵﾝ アコーディオン
340211 パンパイプ ﾊﾟﾝﾊﾟｲﾌﾟ パンパイプ
340297 リード楽器一般 ﾘ-ﾄﾞｶﾞﾂｷｲﾂﾊﾟﾝ リード楽器一般
3403 管楽器 ｶﾝｶﾞﾂｷ 管楽器
340301 金管楽器 ｷﾝｶﾝｶﾞﾂｷ 金管楽器
340303 木管楽器 ﾓﾂｶﾝｶﾞﾂｷ 木管楽器
340397 管楽器一般 ｶﾝｶﾞﾂｷｲﾂﾊﾟﾝ 管楽器一般
3404 弦楽器 ｹﾞﾝｶﾞﾂｷ 弦楽器
340401 バイオリン ﾊﾞｲｵﾘﾝ バイオリン
340403 ビオラ ﾋﾞｵﾗ ビオラ
340405 チェロ ﾁｴﾛ チェロ
340407 ダブルベース ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾞ-ｽ ダブルベース
340409 マンドリン ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ マンドリン
340411 アコースティックギター ｱｺ-ｽﾃｲﾂｸｷﾞﾀ- アコースティックギター
340413 ウクレレ ｳｸﾚﾚ ウクレレ
340415 バンジョー ﾊﾞﾝｼﾞﾖ- バンジョー
340497 弦楽器一般 ｹﾞﾝｶﾞﾂｷｲﾂﾊﾟﾝ 弦楽器一般
3405 打楽器 ﾀﾞｶﾞﾂｷ 打楽器
340501 太鼓 ﾀｲｺ 太鼓
340503 ティンパニー ﾃｲﾝﾊﾟﾆ- ティンパニー
340505 立奏木琴 ﾘﾂｿｳﾓﾂｷﾝ 立奏木琴
340507 鉄琴 ﾃﾂｷﾝ 鉄琴
340509 チューブラーベル ﾁﾕ-ﾌﾞﾗ-ﾍﾞﾙ チューブラーベル
340511 ゴング ｺﾞﾝｸﾞ ゴング
340513 シンバル ｼﾝﾊﾞﾙ シンバル
340515 タンブリン ﾀﾝﾌﾞﾘﾝ タンブリン
340597 打楽器一般 ﾀﾞｶﾞﾂｷｲﾂﾊﾟﾝ 打楽器一般
3406 電子楽器及び電気楽器 ﾃﾞﾝｼｶﾞﾂｷｵﾖﾋﾞﾃﾞ 電子楽器及び電気楽器
340601 電子楽器 ﾃﾞﾝｼｶﾞﾂｷ 電子楽器
340603 電気楽器 ﾃﾞﾝｷｶﾞﾂｷ 電気楽器
340697 電子楽器・電気楽器一般 ﾃﾞﾝｼｶﾞﾂｷ,ﾃﾞﾝｷｶ 電子楽器・電気楽器一般
3407 和楽器 ﾜｶﾞﾂｷ 和楽器
340701 弦楽器 ｹﾞﾝｶﾞﾂｷ 弦楽器
340703 管楽器 ｶﾝｶﾞﾂｷ 管楽器
340705 打楽器 ﾀﾞｶﾞﾂｷ 打楽器
340797 和楽器一般 ﾜｶﾞﾂｷｲﾂﾊﾟﾝ 和楽器一般
3408 楽器の部分品・附属品 ｶﾞﾂｷﾉﾌﾞﾌﾞﾝﾋﾝ,ﾌ 楽器の部分品・附属品
340801 楽器用の弦 ｶﾞﾂｷﾖｳﾉｹﾞﾝ 楽器用の弦
340803 楽器用の弓 ｶﾞﾂｷﾖｳﾉﾕﾐ 楽器用の弓
340805 ばち（撥） ﾊﾞﾁ (ﾊﾞﾁ) ばち（撥）
340807 自動演奏用のせん孔した楽器 ｼﾞﾄﾞｳｴﾝｿｳﾖｳ ｾﾝ 自動演奏用のせん孔した楽器
340809 オルゴールのムーブメント ｵﾙｺﾞ-ﾙﾉﾑ-ﾌﾞﾒﾝﾄ オルゴールのムーブメント
340811 メトロノーム ﾒﾄﾛﾉ-ﾑ メトロノーム
340813 調子笛・音さ ﾁﾖｳｼﾌｴ,ｵﾝｻ 調子笛・音さ
340897 楽器の部分品・附属品一般 ｶﾞﾂｷﾉﾌﾞﾌﾞﾝﾋﾝ,ﾌ 楽器の部分品・附属品一般
3409 記録物類 ｷﾛｸﾌﾞﾂﾙｲ 記録物類
340901 ディスク式記録物類 ﾃﾞｲｽｸｼｷｷﾛｸﾌﾞﾂﾙ ディスク式記録物類
340903 テープ式記録物類 ﾃ-ﾌﾟｼｷｷﾛｸﾌﾞﾂﾙｲ テープ式記録物類
340905 映像用フィルム ｴｲｿﾞｳﾖｳﾌｲﾙﾑ 映像用フィルム
340997 記録物一般 ｷﾛｸﾌﾞﾂｲﾂﾊﾟﾝ 記録物一般
3410 楽譜 ｶﾞｸﾌ 楽譜
341001 ピアノ楽譜 ﾋﾟｱﾉｶﾞｸﾌ ピアノ楽譜
341003 電子オルガン楽譜 ﾃﾞﾝｼｵﾙｶﾞﾝｶﾞｸﾌ 電子オルガン楽譜
341005 ギター楽譜 ｷﾞﾀ-ｶﾞｸﾌ ギター楽譜
341007 弦楽器楽譜 ｹﾞﾝｶﾞﾂｷｶﾞｸﾌ 弦楽器楽譜
341009 管・打楽器・吹奏楽楽譜 ｶﾝ,ﾀﾞｶﾞﾂｷ,ｽｲｿｳ 管・打楽器・吹奏楽楽譜
341011 デジタル楽器楽譜 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾞﾂｷｶﾞｸﾌ デジタル楽器楽譜
341013 アンサンブル楽譜 ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｶﾞｸﾌ アンサンブル楽譜
341015 オーケストラスコア ｵ-ｹｽﾄﾗｽｺｱ オーケストラスコア
341017 ロックバンドスコア ﾛﾂｸﾊﾞﾝﾄﾞｽｺｱ ロックバンドスコア
341019 声楽・合唱・聴音楽譜 ｾｲｶﾞｸ,ｶﾞﾂｼﾖｳｶﾞ 声楽・合唱・聴音楽譜
341021 カラオケ・歌集・歌謡曲楽譜 ｶﾗｵｹ,ｶｼﾕｳ,ｶﾖｳｶ カラオケ・歌集・歌謡曲楽譜
341023 和楽器楽譜 ﾜｶﾞﾂｷｶﾞｸﾌ 和楽器楽譜
341097 その他楽譜 ｿﾉﾀｶﾞｸﾌ その他楽譜
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3411 音楽書籍・雑誌 ｵﾝｶﾞｸｼﾖｾｷ,ｻﾞﾂｼ 音楽書籍・雑誌
341101 音楽辞典 ｵﾝｶﾞｸｼﾞﾃﾝ 音楽辞典
341103 音楽理論書・専門書 ｵﾝｶﾞｸﾘﾛﾝｼﾖ,ｾﾝﾓ 音楽理論書・専門書
341105 音楽読み物・エッセイ ｵﾝｶﾞｸﾖﾐﾓﾉ,ｴﾂｾｲ 音楽読み物・エッセイ
341107 音楽雑誌 ｵﾝｶﾞｸｻﾞﾂｼ 音楽雑誌
341109 コンピュータ音楽書籍 ｺﾝﾋﾟﾕ-ﾀｵﾝｶﾞｸｼﾖ コンピュータ音楽書籍
341111 オーディオ音楽書籍 ｵ-ﾃﾞｲｵｵﾝｶﾞｸｼﾖｾ オーディオ音楽書籍
341197 その他音楽書籍・雑誌 ｿﾉﾀｵﾝｶﾞｸｼﾖｾｷ,ｻ その他音楽書籍・雑誌
3412 楽譜関連商品 ｶﾞｸﾌｶﾝﾚﾝｼﾖｳﾋﾝ 楽譜関連商品
341201 楽譜出版社制作ビデオ ｶﾞｸﾌｼﾕﾂﾊﾟﾝﾋﾞﾃﾞ 楽譜出版社制作ビデオ
341203 楽譜出版社制作ＣＤ ｶﾞｸﾌｼﾕﾂﾊﾟﾝCD 楽譜出版社制作ＣＤ
341205 楽譜出版社制作ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ ｶﾞｸﾌｼﾕﾂﾊﾟﾝCD-R 楽譜出版社制作ＣＤ－ＲＯＭ・
341207 ミュージックデータ ﾐﾕ-ｼﾞﾂｸﾃﾞ-ﾀ ミュージックデータ
341209 楽譜関連グッズ ｶﾞｸﾌｶﾝﾚﾝｸﾞﾂｽﾞ 楽譜関連グッズ
341297 その他楽譜関連商品 ｿﾉﾀｶﾞｸﾌｶﾝﾚﾝｼﾖｳ その他楽譜関連商品
3497 一般楽器・音響ソフト ｲﾂﾊﾟﾝｶﾞﾂｷ,ｵﾝｷﾖ 一般楽器・音響ソフト
349797 その他一般楽器・音響ソフト ｲﾂﾊﾟﾝｶﾞﾂｷ,ｵﾝｷﾖ その他一般楽器・音響ソフト
36 情報機器 ｼﾞﾖｳﾎｳｷｷ 情報機器
3601 デジタル型 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾞﾀ デジタル型
360101 中央処理装置 ﾁﾕｳｵｳｼﾖﾘｿｳﾁ 中央処理装置
360103 パーソナルコンピュータ ﾊﾟ-ｿﾅﾙｺﾝﾋﾟﾕ-ﾀ パーソナルコンピュータ
360105 補助記憶装置 ﾎｼﾞﾖｷｵｸｿｳﾁ 補助記憶装置
360107 入出力装置 ﾆﾕｳｼﾕﾂﾘﾖｸｿｳﾁ 入出力装置
360109 端末装置 ﾀﾝﾏﾂｿｳﾁ 端末装置
360111 オフライン装置 ｵﾌﾗｲﾝｿｳﾁ オフライン装置
360113 電子計算機用部品・附属品・入力部品 ﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝｷﾖｳﾌﾞﾋ 電子計算機用部品・附属品・入
360197 デジタル型一般 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾞﾀｲﾂﾊﾟﾝ デジタル型一般
3602 アナログ型 ｱﾅﾛｸﾞｶﾞﾀ アナログ型
360297 アナログ型一般 ｱﾅﾛｸﾞｶﾞﾀｲﾂﾊﾟﾝ アナログ型一般
3603 ハイブリット型 ﾊｲﾌﾞﾘﾂﾄｶﾞﾀ ハイブリット型
360397 ハイブリット型一般 ﾊｲﾌﾞﾘﾂﾄｶﾞﾀｲﾂﾊﾟ ハイブリット型一般
3604 システム・プログラム ｼｽﾃﾑ,ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ システム・プログラム
360401 汎用プログラム ﾊﾝﾖｳﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 汎用プログラム
360403 カスタムプログラム ｶｽﾀﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ カスタムプログラム
360497 システム・プログラム一般 ｼｽﾃﾑ,ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｲﾂ システム・プログラム一般
3605 アプリケーション・プログラム ｱﾌﾟﾘｹ-ｼﾖﾝ,ﾌﾟﾛｸ アプリケーション・プログラム
360501 汎用プログラム ﾊﾝﾖｳﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 汎用プログラム
360503 カスタムプログラム ｶｽﾀﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ カスタムプログラム
360597 アプリケーション・プログラム一般 ｱﾌﾟﾘｹ-ｼﾖﾝ,ﾌﾟﾛｸ アプリケーション・プログラム
3606 有線通信装置 ﾕｳｾﾝﾂｳｼﾝｿｳﾁ 有線通信装置
360601 電話機 ﾃﾞﾝﾜｷ 電話機
360603 電話応用電話機 ﾃﾞﾝﾜｵｳﾖｳﾃﾞﾝﾜｷ 電話応用電話機
360605 電信装置 ﾃﾞﾝｼﾝｿｳﾁ 電信装置
360607 画像装置 ｶﾞｿﾞｳｿｳﾁ 画像装置
360609 交換機 ｺｳｶﾝｷ 交換機
360611 伝送装置 ﾃﾞﾝｿｳｿｳﾁ 伝送装置
360613 有線通信機器用部品・附属品 ﾕｳｾﾝﾂｳｼﾝｷｷﾖｳﾌﾞ 有線通信機器用部品・附属品
360697 有線通信装置一般 ﾕｳｾﾝﾂｳｼﾝｿｳﾁｲﾂﾊ 有線通信装置一般
3697 一般情報機器 ｲﾂﾊﾟﾝｼﾞﾖｳﾎｳｷｷ 一般情報機器
369797 その他一般情報機器 ｿﾉﾀｲﾂﾊﾟﾝｼﾞﾖｳﾎｳ その他一般情報機器
39 その他文化用品 ｿﾉﾀﾌﾞﾝｶﾖｳﾋﾝ その他文化用品
3901 マッチ、ろうそく、くん（薫）物、線香 ﾏﾂﾁ,ﾛｳｿｸ,ｸﾝﾓﾉ, マッチ、ろうそく、くん（薫）
390101 マッチ ﾏﾂﾁ マッチ
390103 マッチ箱 ﾏﾂﾁﾊｺ マッチ箱
390105 つけ木 ﾂｹｷﾞ つけ木
390107 ろうそく ﾛｳｿｸ ろうそく
390109 くん物 ｸﾝﾓﾉ くん物
390111 線香 ｾﾝｺｳ 線香
390197 マッチ類一般 ﾏﾂﾁﾙｲｲﾂﾊﾟﾝ マッチ類一般
3902 裁縫用小物用品 ｻｲﾎｳﾖｳｺﾓﾉﾖｳﾋﾝ 裁縫用小物用品
390201 ボタン ﾎﾞﾀﾝ ボタン
390203 プレスファスナー、スナップファスナー ﾌﾟﾚｽﾌｱｽﾅ-,ｽﾅﾂﾌ プレスファスナー、スナップフ
390205 縫針及び指ぬき ﾇｲﾊﾞﾘｵﾖﾋﾞﾕﾋﾞﾇｷ 縫針及び指ぬき
390297 裁縫用小物用品一般 ｻｲﾎｳﾖｳｺﾓﾉﾖｳﾋﾝｲ 裁縫用小物用品一般
3903 標識及び広告用品 ﾋﾖｳｼｷｵﾖﾋﾞｺｳｺｸﾖ 標識及び広告用品
390301 道路標識 ﾄﾞｳﾛﾋﾖｳｼｷ 道路標識
390303 停留場標識 ﾃｲﾘﾕｳｼﾞﾖｳﾋﾖｳｼｷ 停留場標識
390305 広告用品 ｺｳｺｸﾖｳﾋﾝ 広告用品
390307 電気標識 ﾃﾞﾝｷﾋﾖｳｼｷ 電気標識
390309 アドバルーン ｱﾄﾞﾊﾞﾙ-ﾝ アドバルーン
390311 空中投影機 ｸｳﾁﾕｳﾄｳｴｲｷ 空中投影機
390397 標識及び広告用品一般 ﾋﾖｳｼｷｵﾖﾋﾞｺｳｺｸﾖ 標識及び広告用品一般
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3904 宗教用具 ｼﾕｳｷﾖｳﾖｳｸﾞ 宗教用具
390401 神だな（棚）・神具 ｶﾐﾀﾞﾅ(ﾀﾅ),ｼﾝｸﾞ 神だな（棚）・神具
390403 仏檀・仏具 ﾌﾞﾂﾀﾞﾝ,ﾌﾞﾂｸﾞ 仏檀・仏具
390405 祭檀、祭具・結納品 ｻｲﾀﾞﾝ,ｻｲｸﾞ,ﾕｲﾉ 祭檀、祭具・結納品
390407 葬具 ｿｳｸﾞ 葬具
390497 宗教用具一般 ｼﾕｳｷﾖｳﾖｳｸﾞｲﾂﾊﾟ 宗教用具一般
3997 一般文化用品 ｲﾂﾊﾟﾝﾌﾞﾝｶﾖｳﾋﾝ 一般文化用品
399797 その他一般文化用品 ｿﾉﾀｲﾂﾊﾟﾝﾌﾞﾝｶﾖｳ その他一般文化用品
4 耐久消費財 ﾀｲｷﾕｳｼﾖｳﾋｻﾞｲ 耐久消費財
42 家具 ｶｸﾞ 家具
4201 たんす ﾀﾝｽ たんす
420101 和たんす ﾜﾀﾝｽ 和たんす
420103 洋たんす ﾖｳﾀﾝｽ 洋たんす
420105 整理たんす（チェスト） ｾｲﾘﾀﾝｽ(ﾁｴｽﾄ) 整理たんす（チェスト）
420197 たんす一般 ﾀﾝｽｲﾂﾊﾟﾝ たんす一般
4202 戸だな ﾄﾀﾞﾅ 戸だな
420201 飾り戸だな ｶｻﾞﾘﾄﾀﾞﾅ 飾り戸だな
420203 書籍戸だな ｼﾖｾｷﾄﾀﾞﾅ 書籍戸だな
420205 サイドボード ｻｲﾄﾞﾎﾞ-ﾄﾞ サイドボード
420207 食器戸だな ｼﾖﾂｷﾄﾀﾞﾅ 食器戸だな
420209 茶だな ﾁﾔﾀﾞﾅ 茶だな
420211 整理戸だな類 ｾｲﾘﾄﾀﾞﾅﾙｲ 整理戸だな類
420213 陳列戸だな ﾁﾝﾚﾂﾄﾀﾞﾅ 陳列戸だな
420215 げた箱 ｹﾞﾀﾊﾞｺ げた箱
420297 戸だな一般 ﾄﾀﾞﾅｲﾂﾊﾟﾝ 戸だな一般
4203 たな ﾀﾅ たな
420301 書だな ｼﾖﾀﾞﾅ 書だな
420303 飾りだな ｶｻﾞﾘﾀﾞﾅ 飾りだな
420305 陳列だな ﾁﾝﾚﾂﾀﾞﾅ 陳列だな
420307 整理だな ｾｲﾘﾀﾞﾅ 整理だな
420397 たな一般 ﾀﾅｲﾂﾊﾟﾝ たな一般
4204 箱 ﾊｺ 箱
420401 衣料整理箱 ｲﾘﾖｳｾｲﾘﾊﾞｺ 衣料整理箱
420403 裁縫箱 ｻｲﾎｳﾊﾞｺ 裁縫箱
420405 がん（玩）具箱 ｶﾞﾝ(ｶﾞﾝ)ｸﾞﾊﾞｺ がん（玩）具箱
420407 レコードキャビネット ﾚｺ-ﾄﾞｷﾔﾋﾞﾈﾂﾄ レコードキャビネット
420409 事務用整理箱 ｼﾞﾑﾖｳｾｲﾘﾊﾞｺ 事務用整理箱
420497 箱一般 ﾊｺｲﾂﾊﾟﾝ 箱一般
4205 フォノキャビネット ﾌｵﾉｷﾔﾋﾞﾈﾂﾄ フォノキャビネット
420501 ラジオキャビネット ﾗｼﾞｵｷﾔﾋﾞﾈﾂﾄ ラジオキャビネット
420503 テレビキャビネット ﾃﾚﾋﾞｷﾔﾋﾞﾈﾂﾄ テレビキャビネット
420505 ステレオキャビネット ｽﾃﾚｵｷﾔﾋﾞﾈﾂﾄ ステレオキャビネット
420597 フォノキャビネット一般 ﾌｵﾉｷﾔﾋﾞﾈﾂﾄｲﾂﾊﾟ フォノキャビネット一般
4206 机 ﾂｸｴ 机
420601 座机 ｽﾜﾘﾂﾞｸｴ 座机
420603 立机 ﾀﾁﾂﾞｸｴ 立机
420605 学校用机 ｶﾞﾂｺｳﾖｳﾂｸｴ 学校用机
420697 机一般 ﾂｸｴｲﾂﾊﾟﾝ 机一般
4207 テーブル（卓子） ﾃ-ﾌﾞﾙ (ﾃ-ﾌﾞﾙ) テーブル（卓子）
420701 座卓 ｻﾞﾀｸ 座卓
420703 立卓 ﾘﾂﾀｸ 立卓
420797 テーブル（卓子）一般 ﾃ-ﾌﾞﾙ (ﾃ-ﾌﾞﾙ) テーブル（卓子）一般
4208 鏡台 ｷﾖｳﾀﾞｲ 鏡台
420801 一面鏡台 ｲﾁﾒﾝｷﾖｳﾀﾞｲ 一面鏡台
420803 三面鏡台 ｻﾝﾒﾝｷﾖｳﾀﾞｲ 三面鏡台
420805 姫鏡台 ﾋﾒｷﾖｳﾀﾞｲ 姫鏡台
420807 姿見（脚付き） ｽｶﾞﾀﾐ (ｷﾔｸﾂｷ) 姿見（脚付き）
420809 壁掛け鏡 ｶﾍﾞｶｹｶｶﾞﾐ 壁掛け鏡
420811 ドレッサー ﾄﾞﾚﾂｻ- ドレッサー
420897 鏡台一般 ｷﾖｳﾀﾞｲｲﾂﾊﾟﾝ 鏡台一般
4209 台 ﾀﾞｲ 台
420901 調理台 ﾁﾖｳﾘﾀﾞｲ 調理台
420903 配ぜん（膳）台 ﾊｲｾﾞﾝ (ｾﾞﾝ) ﾀﾞ 配ぜん（膳）台
420905 流し台 ﾅｶﾞｼﾀﾞｲ 流し台
420907 ガス台 ｶﾞｽﾀﾞｲ ガス台
420909 作業台 ｻｷﾞﾖｳﾀﾞｲ 作業台
420911 実験台 ｼﾞﾂｹﾝﾀﾞｲ 実験台
420913 陳列台 ﾁﾝﾚﾂﾀﾞｲ 陳列台
420915 売場台 ｳﾘﾊﾞﾀﾞｲ 売場台
420997 台一般 ﾀﾞｲｲﾂﾊﾟﾝ 台一般
4210 いす（椅子）・腰掛け ｲｽ (ｲｽ) ,ｺｼｶｹ いす（椅子）・腰掛け
421001 （一人用ひじなし）ソファー (ﾋﾄﾘﾖｳﾋｼﾞﾅｼ) ｿ （一人用ひじなし）ソファー
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421003 スツール ｽﾂ-ﾙ スツール
421005 座いす ｻﾞｲｽ 座いす
421007 小いす ｺ ｲｽ 小いす
421009 ひじ掛けいす ﾋｼﾞｶｹｲｽ ひじ掛けいす
421011 長いす ﾅｶﾞｲｽ 長いす
421013 寝いす ﾈｲｽ 寝いす
421015 乳幼児用いす ﾆﾕｳﾖｳｼﾞﾖｳｲｽ 乳幼児用いす
421017 特殊用途のいす ﾄｸｼﾕﾖｳﾄﾉｲｽ 特殊用途のいす
421097 いす（椅子）・腰掛け一般 ｲｽ (ｲｽ) ,ｺｼｶｹｲ いす（椅子）・腰掛け一般
4211 ベッド ﾍﾞﾂﾄﾞ ベッド
421101 普通ベッド ﾌﾂｳﾍﾞﾂﾄﾞ 普通ベッド
421103 ハリウッドベッド ﾊﾘｳﾂﾄﾞﾍﾞﾂﾄﾞ ハリウッドベッド
421105 二段ベッド ﾆﾀﾞﾝﾍﾞﾂﾄﾞ 二段ベッド
421107 ベビーベッド ﾍﾞﾋﾞ-ﾍﾞﾂﾄﾞ ベビーベッド
421109 スタディオベッド ｽﾀﾃﾞｲｵﾍﾞﾂﾄﾞ スタディオベッド
421111 コンバーチブルベッド ｺﾝﾊﾞ-ﾁﾌﾞﾙﾍﾞﾂﾄﾞ コンバーチブルベッド
421113 特殊用途のベッド ﾄｸｼﾕﾖｳﾄﾉﾍﾞﾂﾄﾞ 特殊用途のベッド
421115 ベッド用部品 ﾍﾞﾂﾄﾞﾖｳﾌﾞﾋﾝ ベッド用部品
421197 ベッド一般 ﾍﾞﾂﾄﾞｲﾂﾊﾟﾝ ベッド一般
4212 マットレス ﾏﾂﾄﾚｽ マットレス
421201 スプリングマットレス ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾏﾂﾄﾚｽ スプリングマットレス
421203 フォームマットレス ﾌｵ-ﾑﾏﾂﾄﾚｽ フォームマットレス
421205 ウォーターマットレス ｳｵ-ﾀ-ﾏﾂﾄﾚｽ ウォーターマットレス
421297 マットレス一般 ﾏﾂﾄﾚｽｲﾂﾊﾟﾝ マットレス一般
4213 金庫 ｷﾝｺ 金庫
421301 耐火金庫 ﾀｲｶｷﾝｺ 耐火金庫
421303 手さげ金庫 ﾃｻｹﾞｷﾝｺ 手さげ金庫
421397 金庫一般 ｷﾝｺｲﾂﾊﾟﾝ 金庫一般
4214 ロッカー ﾛﾂｶ- ロッカー
421401 更衣用ロッカー ｺｳｲﾖｳﾛﾂｶ- 更衣用ロッカー
421403 物品用ロッカー ﾌﾞﾂﾋﾟﾝﾖｳﾛﾂｶ- 物品用ロッカー
421497 ロッカー一般 ﾛﾂｶ-ｲﾂﾊﾟﾝ ロッカー一般
4215 器物台 ｷﾌﾞﾂﾀﾞｲ 器物台
421501 花器台 ｶｷﾀﾞｲ 花器台
421503 植木台 ｳｴｷﾀﾞｲ 植木台
421505 電話台 ﾃﾞﾝﾜﾀﾞｲ 電話台
421507 置物台 ｵｷﾓﾉﾀﾞｲ 置物台
421509 テレビ台 ﾃﾚﾋﾞﾀﾞｲ テレビ台
421511 囲碁・将棋盤用の台 ｲｺﾞ,ｼﾖｳｷﾞﾊﾞﾝﾖｳ 囲碁・将棋盤用の台
421513 見台 ｹﾝﾀﾞｲ 見台
421597 器物台一般 ｷﾌﾞﾂﾀﾞｲｲﾂﾊﾟﾝ 器物台一般
4297 一般家具 ｲﾂﾊﾟﾝｶｸﾞ 一般家具
429797 その他一般家具 ｿﾉﾀｲﾂﾊﾟﾝｶｸﾞ その他一般家具
43 車両用品 ｼﾔﾘﾖｳﾖｳﾋﾝ 車両用品
4303 自転車 ｼﾞﾃﾝｼﾔ 自転車
430301 ファミリー車 ﾌｱﾐﾘ-ｼﾔ ファミリー車
430303 スポーツ車 ｽﾎﾟ-ﾂｼﾔ スポーツ車
430305 子供車 ｺﾄﾞﾓｼﾔ 子供車
430307 自転車パーツ ｼﾞﾃﾝｼﾔﾊﾟ-ﾂ 自転車パーツ
430397 自転車一般 ｼﾞﾃﾝｼﾔｲﾂﾊﾟﾝ 自転車一般
4311 車用タイヤ ｸﾙﾏﾖｳﾀｲﾔ 車用タイヤ
431101 乗用車用タイヤ ｼﾞﾖｳﾖｳｼﾔﾖｳﾀｲﾔ 乗用車用タイヤ
431103 トラック、バス用タイヤ ﾄﾗﾂｸ､ﾊﾞｽﾖｳﾀｲﾔ トラック、バス用タイヤ
431105 冬用タイヤ ﾌﾕﾖｳﾀｲﾔ 冬用タイヤ
431197 車用その他タイヤ及び付属品 ｸﾙﾏﾖｳｿﾉﾀﾀｲﾔ 車用その他タイヤ及び付属品
4312 車用ホイール ｸﾙﾏﾖｳﾎｲｰﾙ 車用ホイール
431201 車用アルミホイール ｸﾙﾏﾖｳｱﾙﾐﾎｲｰﾙ 車用アルミホイール
431203 車用スチールホイール ｸﾙﾏﾖｳｽﾁｰﾙﾎｲｰﾙ 車用スチールホイール
431297 車用その他ホイール及び付属品 ｸﾙﾏﾖｳｿﾉﾀﾎｲｰﾙ 車用その他ホイール及び付属品
4313 車用オーディオ用品 ｸﾙﾏﾖｳｵｰﾃﾞｲｵ 車用オーディオ用品
431301 車用ＣＤ、ＭＤ、カセットデッキ ｸﾙﾏﾖｳCD､MD 車用ＣＤ、ＭＤ、カセット
431303 車用スピーカー、アンプ ｸﾙﾏﾖｳｽﾋﾟｰｶｰ 車用スピーカー、アンプ
431397 その他車用オーディオ用品 ｿﾉﾀｸﾙﾏﾖｳｵｰﾃﾞｲｵ その他車用オーディオ用品
4314 車用コミュニケーション機器 ｸﾙﾏﾖｳｺﾐﾕﾆｹｰｼﾖﾝ 車用コミュニケーション機器
431401 カーナビゲーション ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼﾖﾝ カーナビゲーション
431403 車用テレビ ｸﾙﾏﾖｳﾃﾚﾋﾞ 車用テレビ
431405 車用映像再生装置 ｸﾙﾏﾖｳｴｲｿﾞｳｻｲｾｲ 車用映像再生装置
431407 ＥＴＣ ETC ＥＴＣ
431497 その他車用コミュニケーション機器 ｿﾉﾀｸﾙﾏﾐﾕﾆｹｰｼﾖﾝ その他車用コミュニケーション
4315 洗車、補修用品 ｾﾝｼﾔ､ﾎｼﾕｳﾖｳﾋﾝ 洗車、補修用品
431501 洗車用シャンプー ｾﾝｼﾔﾖｳｼﾔﾝﾌﾟｰ 洗車用シャンプー
431503 車用ワックス、コート剤 ｸﾙﾏﾖｳﾜﾂｸｽ 車用ワックス、コート剤
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431505 ウィンド関連 ｳｲﾝﾄﾞｶﾝﾚﾝ ウィンド関連
431507 車用クリーナー ｸﾙﾏﾖｳｸﾘｰﾅｰ 車用クリーナー
431509 車用ペイント、補修剤 ｸﾙﾏﾖｳﾍﾟｲﾝﾄ 車用ペイント、補修剤
431511 洗車関連用品 ｾﾝｼﾔｶﾝﾚﾝﾖｳﾋﾝ 洗車関連用品
431597 その他洗車、補修用品 ｿﾉﾀｾﾝｼﾔ､ﾎｼﾕｳ その他洗車、補修用品
4316 車用アクセサリー ｸﾙﾏﾖｳｱｸｾｻﾘｰ 車用アクセサリー
431601 車用芳香、消臭、脱臭剤 ｸﾙﾏﾖｳﾎｳｺｳ 車用芳香、消臭、脱臭剤
431603 車用キャリア ｸﾙﾏﾖｳｷﾔﾘｱ 車用キャリア
431605 車用チャイルドシート ｸﾙﾏﾖｳﾁﾔｲﾙﾄﾞｼｰﾄ 車用チャイルドシート
431607 車内アクセサリー ｼﾔﾅｲｱｸｾｻﾘｰ 車内アクセサリー
431609 車外アクセサリー ｼﾔｶﾞｲｱｸｾｻﾘｰ 車外アクセサリー
431611 車内電装機器 ｼﾔﾅｲﾃﾞﾝｿｳｷｷ 車内電装機器
431697 その他車用アクセサリー ｿﾉﾀｸﾙﾏﾖｳｱｸｾｻﾘｰ その他車用アクセサリー
4317 車用ドレスアップ用品 ｸﾙﾏﾖｳﾄﾞﾚｽｱﾂﾌﾟ 車用ドレスアップ用品
431701 ライト関連 ﾗｲﾄｶﾝﾚﾝ ライト関連
431703 ステアリング ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ ステアリング
431705 シフト、ペダル類 ｼﾌﾄ､ﾍﾟﾀﾞﾙﾙｲ シフト、ペダル類
431707 シート関連 ｼｰﾄｶﾝﾚﾝ シート関連
431709 ホイル関連 ﾎｲﾙｶﾝﾚﾝ ホイル関連
431711 ドレスアップ用電装用品 ﾄﾞﾚｽｱﾂﾌﾟﾃﾞﾝｿｳ ドレスアップ用電装用品
431797 その他車用ドレスアップ用品 ｿﾉﾀﾄﾞﾚｽｱﾂﾌﾟ その他車用ドレスアップ用品
4318 車用メンテナンス用品 ｸﾙﾏﾖｳﾒﾝﾃﾅﾝｽﾖｳﾋ 車用メンテナンス用品
431801 エンジンオイル ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ エンジンオイル
431803 その他オイル ｿﾉﾀｵｲﾙ その他オイル
431805 車用バッテリー ｸﾙﾏﾖｳﾊﾞﾂﾃﾘｰ 車用バッテリー
431807 ワイパブレード ﾜｲﾊﾟﾌﾞﾚｰﾄﾞ ワイパブレード
431809 車用オイルフィルター ｸﾙﾏﾖｳｵｲﾙﾌｲﾙﾀｰ 車用オイルフィルター
431811 車用エアフィルター ｸﾙﾏﾖｳｴｱﾌｲﾙﾀｰ 車用エアフィルター
431813 車用フェールフィルター ｸﾙﾏﾖｳﾌｴｰﾙﾌｲﾙﾀｰ 車用フェールフィルター
431815 車用エアコンフィルター ｸﾙﾏﾖｳｴｱｺﾝﾌｲﾙﾀｰ 車用エアコンフィルター
431817 車用電球、電装用品 ｸﾙﾏﾖｳﾃﾞﾝｷﾕｳ 車用電球、電装用品
431819 車用工具 ｸﾙﾏﾖｳｺｳｸﾞ 車用工具
431821 車用緊急応急用品 ｸﾙﾏﾖｳｷﾝｷﾕｳｵｳｷﾕ 車用緊急応急用品
431897 その他車用メンテナンス用品 ｿﾉﾀｸﾙﾏﾖｳﾒﾝﾃﾅﾝｽ その他車用メンテナンス用品
4319 車用ケミカル用品 ｸﾙﾏﾖｳｹﾐｶﾙﾖｳﾋﾝ 車用ケミカル用品
431901 車用電装関連ケミカル ｸﾙﾏﾖｳﾃﾞﾝｿｳｶﾝﾚﾝ 車用電装関連ケミカル
431903 車用冷却関連ケミカル ｸﾙﾏﾖｳﾚｲｷﾔｸｶﾝﾚﾝ 車用冷却関連ケミカル
431905 車用潤滑関連ケミカル ｸﾙﾏﾖｳｼﾞﾕﾝｶﾂｶﾝﾚ 車用潤滑関連ケミカル
431907 車用燃料関連ケミカル ｸﾙﾏﾖｳﾈﾝﾘﾖｳｶﾝﾚﾝ 車用燃料関連ケミカル
431909 車用駆動関連ケミカル ｸﾙﾏﾖｳｸﾄﾞｳｶﾝﾚﾝ 車用駆動関連ケミカル
431911 車用業務関連ケミカル ｸﾙﾏﾖｳｷﾞﾖｳﾑｶﾝﾚﾝ 車用業務関連ケミカル
431997 その他車用等ケミカル ｿﾉﾀｸﾙﾏﾖｳﾄｳｹﾐｶﾙ その他車用等ケミカル
4320 車用チューニング用品 ｸﾙﾏﾖｳﾁﾕｰﾆﾝｸﾞ 車用チューニング用品
432001 エンジン系チューニング用品 ｴﾝｼﾞﾝｹｲﾁﾕｰﾆﾝｸﾞ エンジン系チューニング用品
432003 排気系チューニング用品 ﾊｲｷｹｲﾁﾕｰﾆﾝｸﾞ 排気系チューニング用品
432005 吸気系チューニング用品 ｷﾕｳｷｹｲﾁﾕｰﾆﾝｸﾞ 吸気系チューニング用品
432007 サスペンション・ブレーキ系チューニング ｻｽﾍﾟﾝｼﾖﾝ･ﾌﾞﾚｰｷ サスペンション・ブレーキ系
432009 車用電装系チューニング用品 ｸﾙﾏﾖｳﾃﾞﾝｿｳｹｲ 車用電装系チューニング用品
432097 その他車用チューニング用品 ｿﾉﾀｸﾙﾏﾁﾕｰﾆﾝｸﾞ その他車用チューニング用品
4321 自動車部品 ｼﾞﾄﾞｳｼﾔﾌﾞﾋﾝ 自動車部品
432101 エンジン部品 ｴﾝｼﾞﾝﾌﾞﾋﾝ エンジン部品
432103 車用駆動部品 ｸﾙﾏﾖｳｸﾄﾞｳﾌﾞﾋﾝ 車用駆動部品
432105 サスペンション・ブレーキ部品 ｻｽﾍﾟﾝｼﾖﾝ･ﾌﾞﾚｰｷ サスペンション・ブレーキ部品
432107 車体部品 ｼﾔﾀｲﾌﾞﾋﾝ 車体部品
432109 車用電装部品 ｸﾙﾏﾖｳﾃﾞﾝｿｳﾌﾞﾋﾝ 車用電装部品
432197 その他部品 ｿﾉﾀﾌﾞﾋﾝ その他部品
4322 バイク用品 ﾊﾞｲｸﾖｳﾋﾝ バイク用品
432201 バイク用品 ﾊﾞｲｸﾖｳﾋﾝ バイク用品
432297 その他バイク用品類 ｿﾉﾀﾊﾞｲｸﾖｳﾋﾝﾙｲ その他バイク用品類
4398 その他車両用品 ｿﾉﾀｼﾔﾘﾖｳﾖｳﾋﾝ その他車両用品
439897 その他車両用品 ｿﾉﾀｼﾔﾘﾖｳﾖｳﾋﾝ その他車両用品
44 時計・メガネ ﾄｹｲ,ﾒｶﾞﾈ 時計・メガネ
4401 時計 ﾄｹｲ 時計
440101 腕時計 ｳﾃﾞﾄﾞｹｲ 腕時計
440103 旅行時計 ﾘﾖｺｳﾄﾞｹｲ 旅行時計
440105 計器盤用時計 ｹｲｷﾊﾞﾝﾖｳﾄﾞｹｲ 計器盤用時計
440107 置・目覚まし時計 ｵｷ,ﾒｻﾞﾏｼﾄﾞｹｲ 置・目覚まし時計
440109 掛時計 ｶｹﾄﾞｹｲ 掛時計
440197 時計一般 ﾄｹｲｲﾂﾊﾟﾝ 時計一般
4402 時計関連用品 ﾄｹｲｶﾝﾚﾝﾖｳﾋﾝ 時計関連用品
440201 ウオッチケース ｳｵﾂﾁｹ-ｽ ウオッチケース
440203 クロックケース部品 ｸﾛﾂｸｹ-ｽﾌﾞﾋﾝ クロックケース部品
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440205 その他の時計の部分品 ｿﾉﾀﾉﾄｹｲﾉﾌﾞﾌﾞﾝﾋ その他の時計の部分品
440297 時計関連用品一般 ﾄｹｲｶﾝﾚﾝﾖｳﾋﾝｲﾂﾊ 時計関連用品一般
4405 メガネ ﾒｶﾞﾈ メガネ
440501 メガネレンズ ﾒｶﾞﾈﾚﾝｽﾞ メガネレンズ
440510 メガネ関連品 ﾒｶﾞﾈｶﾝﾚﾝﾋﾝ メガネ関連品
440597 メガネ一般 ﾒｶﾞﾈｲﾂﾊﾟﾝ メガネ一般
4497 一般時計・メガネ ｲﾂﾊﾟﾝﾄｹｲ,ﾒｶﾞﾈ 一般時計・メガネ
449797 その他一般時計・メガネ ｿﾉﾀｲﾂﾊﾟﾝﾄｹｲ,ﾒｶ その他一般時計・メガネ
45 光学・写真関連品 ｺｳｶﾞｸ,ｼﾔｼﾝｶﾝﾚﾝ 光学・写真関連品
4501 カメラ ｶﾒﾗ カメラ
450101 コンパクトカメラ ｺﾝﾊﾟｸﾄｶﾒﾗ コンパクトカメラ
450103 ３５ｍｍ１眼レフカメラ 35ﾐﾘｲﾁｶﾞﾝﾚﾌｶﾒﾗ ３５ｍｍ１眼レフカメラ
450105 中・大判カメラ ﾁﾕｳ.ｵｵﾊﾞﾝｶﾒﾗ 中・大判カメラ
450107 インスタントカメラ ｲﾝｽﾀﾝﾄｶﾒﾗ インスタントカメラ
450109 ムービービデオカメラ ﾑ-ﾋﾞ-ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ ムービービデオカメラ
450111 スチイルビデオカメラ ｽﾁｲﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ スチイルビデオカメラ
450197 その他カメラ ｿﾉﾀｶﾒﾗ その他カメラ
4502 交換レンズ ｺｳｶﾝﾚﾝｽﾞ 交換レンズ
450201 ３５ｍｍ交換レンズ 35ﾐﾘｺｳｶﾝﾚﾝｽﾞ ３５ｍｍ交換レンズ
450203 中・大判交換レンズ ﾁﾕｳ,ｵｵﾊﾞﾝｺｳｶﾝﾚ 中・大判交換レンズ
450297 その他交換レンズ ｿﾉﾀｺｳｶﾝﾚﾝｽﾞ その他交換レンズ
4503 光学機器 ｺｳｶﾞｸｷｷ 光学機器
450301 双眼鏡 ｿｳｶﾞﾝｷﾖｳ 双眼鏡
450303 望遠鏡 ﾎﾞｳｴﾝｷﾖｳ 望遠鏡
450305 顕微鏡 ｹﾝﾋﾞｷﾖｳ 顕微鏡
450397 その他光学機器 ｿﾉﾀｺｳｶﾞｸｷｷ その他光学機器
4504 写真用品 ｼﾔｼﾝﾖｳﾋﾝ 写真用品
450401 フィルター ﾌｲﾙﾀ- フィルター
450403 ストロボ ｽﾄﾛﾎﾞ ストロボ
450405 三脚 ｻﾝｷﾔｸ 三脚
450407 バッグ ﾊﾞﾂｸﾞ バッグ
450409 アルバム ｱﾙﾊﾞﾑ アルバム
450411 電池 ﾃﾞﾝﾁ 電池
450413 スライド、ＯＨＰ ｽﾗｲﾄﾞ,OHP スライド、ＯＨＰ
450415 補助レンズ ﾎｼﾞﾖﾚﾝｽﾞ 補助レンズ
450417 照明用品 ｼﾖｳﾒｲﾖｳﾋﾝ 照明用品
450419 撮影用品 ｻﾂｴｲﾖｳﾋﾝ 撮影用品
450421 暗室用品 ｱﾝｼﾂﾖｳﾋﾝ 暗室用品
450497 その他写真用品 ｿﾉﾀｼﾔｼﾝﾖｳﾋﾝ その他写真用品
4505 フィルム ﾌｲﾙﾑ フィルム
450501 ネガカラーフィルム ﾈｶﾞｶﾗ-ﾌｲﾙﾑ ネガカラーフィルム
450503 レンズ付フィルム ﾚﾝｽﾞﾂｷﾌｲﾙﾑ レンズ付フィルム
450505 リバーサルカラーフィルム ﾘﾊﾞ-ｻﾙｶﾗ-ﾌｲﾙﾑ リバーサルカラーフィルム
450507 モノクロフィルム ﾓﾉｸﾛﾌｲﾙﾑ モノクロフィルム
450509 インスタントフィルム ｲﾝｽﾀﾝﾄﾌｲﾙﾑ インスタントフィルム
450511 特殊フィルム ﾄｸｼﾕﾌｲﾙﾑ 特殊フィルム
450597 その他フィルム ｿﾉﾀﾌｲﾙﾑ その他フィルム
4597 その他光学・写真関連品 ｿﾉﾀｺｳｶﾞｸ,ｼﾔｼﾝｶ その他光学・写真関連品
459797 その他光学・写真関連品 ｿﾉﾀｺｳｶﾞｸ,ｼﾔｼﾝｶ その他光学・写真関連品
46 家電 ｶﾃﾞﾝ 家電
4601 テレビ関連 ﾃﾚﾋﾞｶﾝﾚﾝ テレビ関連
460105 カラーテレビ ｶﾗ-ﾃﾚﾋﾞ カラーテレビ
460110 ＨＤＴＶ HDTV ＨＤＴＶ
460115 プロジェクションテレビ ﾌﾟﾛｼﾞｴｸｼﾖﾝﾃﾚﾋﾞ プロジェクションテレビ
460120 液晶テレビ ｴｷｼﾖｳﾃﾚﾋﾞ 液晶テレビ
460197 テレビ関連機器，その他 ﾃﾚﾋﾞｶﾝﾚﾝｷｷ,ｿﾉﾀ テレビ関連機器，その他
4603 ビデオ関連 ﾋﾞﾃﾞｵｶﾝﾚﾝ ビデオ関連
460305 ビデオデッキ ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞﾂｷ ビデオデッキ
460310 カメラ一体型ビデオ ｶﾒﾗｲﾂﾀｲｶﾞﾀﾋﾞﾃﾞ カメラ一体型ビデオ
460397 ビデオ関連機器，その他 ﾋﾞﾃﾞｵｶﾝﾚﾝｷｷ,ｿﾉ ビデオ関連機器，その他
4605 ＶＤＰ関連 VDPｶﾝﾚﾝ ＶＤＰ関連
460505 ビデオディスク ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｲｽｸ ビデオディスク
460597 ＶＤＰ関連機器，その他 VDPｶﾝﾚﾝｷｷ,ｿﾉﾀ ＶＤＰ関連機器，その他
4607 コンポ，ステレオ関連 ｺﾝﾎﾟ,ｽﾃﾚｵｶﾝﾚﾝ コンポ，ステレオ関連
460705 アンプ ｱﾝﾌﾟ アンプ
460710 チューナー ﾁﾕ-ﾅ- チューナー
460715 アナログプレーヤー ｱﾅﾛｸﾞﾌﾟﾚ-ﾔ- アナログプレーヤー
460720 スピーカー ｽﾋﾟ-ｶ- スピーカー
460725 テープデッキ ﾃ-ﾌﾟﾃﾞﾂｷ テープデッキ
460730 ＣＤプレーヤー CDﾌﾟﾚ-ﾔ- ＣＤプレーヤー
460735 デジタル機器 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｷｷ デジタル機器
460797 コンポ，ステレオその他 ｺﾝﾎﾟ,ｽﾃﾚｵｿﾉﾀ コンポ，ステレオその他
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4609 ステレオ ｽﾃﾚｵ ステレオ
460905 ミニコンポ ﾐﾆｺﾝﾎﾟ ミニコンポ
460997 ステレオその他 ｽﾃﾚｵｿﾉﾀ ステレオその他
4611 オーディオ，その他 ｵ-ﾃﾞｲｵ,ｿﾉﾀ オーディオ，その他
461105 マイク ﾏｲｸ マイク
461110 ヘッドホン ﾍﾂﾄﾞﾎﾝ ヘッドホン
461115 オーディオラック ｵ-ﾃﾞｲｵﾗﾂｸ オーディオラック
461120 イコライザー ｲｺﾗｲｻﾞ- イコライザー
461125 オーディオタイマー ｵ-ﾃﾞｲｵﾀｲﾏ- オーディオタイマー
461197 オーディオ，その他 ｵ-ﾃﾞｲｵｿﾉﾀ オーディオ，その他
4613 テレコ，ラジオ関連 ﾃﾚｺ,ﾗｼﾞｵｶﾝﾚﾝ テレコ，ラジオ関連
461305 ラジオ ﾗｼﾞｵ ラジオ
461310 ラジカセ ﾗｼﾞｶｾ ラジカセ
461315 ヘッドホンステレオ ﾍﾂﾄﾞﾎﾝｽﾃﾚｵ ヘッドホンステレオ
461320 テープレコーダー ﾃ-ﾌﾟﾚｺ-ﾀﾞ- テープレコーダー
461397 テレコ，ラジオその他 ﾃﾚｺ,ﾗｼﾞｵｿﾉﾀ テレコ，ラジオその他
4615 カーコンポ関連 ｶ-ｺﾝﾎﾟｶﾝﾚﾝ カーコンポ関連
461505 カーステレオ ｶ-ｽﾃﾚｵ カーステレオ
461510 カーアンプ ｶ-ｱﾝﾌﾟ カーアンプ
461515 カースピーカー ｶ-ｽﾋﾟ-ｶ- カースピーカー
461520 カーＣＤ ｶ-CD カーＣＤ
461597 カーコンポその他 ｶ-ｺﾝﾎﾟｿﾉﾀ カーコンポその他
4617 トランシーバー，拡声器関連 ﾄﾗﾝｼ-ﾊﾞ-,ｶｸｾｲｷ トランシーバー，拡声器関連
461705 トランシーバー ﾄﾗﾝｼ-ﾊﾞ- トランシーバー
461710 パーソナル無線 ﾊﾟ-ｿﾅﾙﾑｾﾝ パーソナル無線
461715 拡声器 ｶｸｾｲｷ 拡声器
461797 トランシーバー，拡声器その他 ﾄﾗﾝｼ-ﾊﾞ-,ｶｸｾｲｷ トランシーバー，拡声器その他
4619 磁気テープ等 ｼﾞｷﾃ-ﾌﾟﾄｳ 磁気テープ等
461905 ビデオテープ ﾋﾞﾃﾞｵﾃ-ﾌﾟ ビデオテープ
461910 オーディオテープ ｵ-ﾃﾞｲｵﾃ-ﾌﾟ オーディオテープ
461915 フロッピーディスク ﾌﾛﾂﾋﾟ-ﾃﾞｲｽｸ フロッピーディスク
461920 ＭＤ，ＤＣＣ MD,DCC ＭＤ，ＤＣＣ
461925 ソフトフロッピー ｿﾌﾄﾌﾛﾂﾋﾟ- ソフトフロッピー
461930 光ディスク ﾋｶﾘﾃﾞｲｽｸ 光ディスク
461935 コンピュータメディア群 ｺﾝﾋﾟﾕ-ﾀﾒﾃﾞｲｱｸﾞ コンピュータメディア群
461997 磁気テープ等その他 ｼﾞｷﾃ-ﾌﾟﾄｳｿﾉﾀ 磁気テープ等その他
4621 ルームエアコン，空調機器及び付属品 ﾙ-ﾑｴｱｺﾝ,ｸｳﾁﾖｳｷ ルームエアコン，空調機器及び
462105 ルームエアコン ﾙ-ﾑｴｱｺﾝ ルームエアコン
462110 業務用エアコン ｷﾞﾖｳﾑﾖｳｴｱｺﾝ 業務用エアコン
462197 エアコン，空調その他 ｴｱｺﾝ,ｸｳﾁﾖｳｿﾉﾀ エアコン，空調その他
4623 扇風機 ｾﾝﾌﾟｳｷ 扇風機
462305 扇風機 ｾﾝﾌﾟｳｷ 扇風機
462310 冷風扇 ﾚｲﾌｳｾﾝ 冷風扇
462397 扇風機その他 ｾﾝﾌﾟｳｷｿﾉﾀ 扇風機その他
4625 全室暖房 ｾﾞﾝｼﾂﾀﾞﾝﾎﾞｳ 全室暖房
462505 石油ストーブ ｾｷﾕｽﾄ-ﾌﾞ 石油ストーブ
462510 石油ファンヒーター ｾｷﾕﾌｱﾝﾋ-ﾀ- 石油ファンヒーター
462515 石油温風暖房機 ｾｷﾕｵﾝﾌﾟｳﾀﾞﾝﾎﾞｳ 石油温風暖房機
462520 ガスストーブ ｶﾞｽｽﾄ-ﾌﾞ ガスストーブ
462525 ガスファンヒーター ｶﾞｽﾌｱﾝﾋ-ﾀ- ガスファンヒーター
462597 全室暖房その他 ｾﾞﾝｼﾂﾀﾞﾝﾎﾞｳｿﾉﾀ 全室暖房その他
4627 部分暖房機 ﾌﾞﾌﾞﾝﾀﾞﾝﾎﾞｳｷ 部分暖房機
462705 電子毛布 ﾃﾞﾝｷﾓｳﾌ 電子毛布
462710 家具調ヤグラ ｶｸﾞﾁﾖｳﾔｸﾞﾗ 家具調ヤグラ
462715 ヤグラコタツ ﾔｸﾞﾗｺﾀﾂ ヤグラコタツ
462720 電子カーペット ﾃﾞﾝｼｶ-ﾍﾟﾂﾄ 電子カーペット
462725 電気ストーブ ﾃﾞﾝｷｽﾄ-ﾌﾞ 電気ストーブ
462730 アンカ，カイロ ｱﾝｶ,ｶｲﾛ アンカ，カイロ
462735 足温器 ｿｸｵﾝｷ 足温器
462740 加湿器 ｶｼﾂｷ 加湿器
462745 部分暖房付属 ﾌﾞﾌﾞﾝﾀﾞﾝﾎﾞｳﾌｿﾞ 部分暖房付属
462797 部分暖房その他 ﾌﾞﾌﾞﾝﾀﾞﾝﾎﾞｳｿﾉﾀ 部分暖房その他
4629 厨房機器 ﾁﾕｳﾎﾞｳｷｷ 厨房機器
462905 湯沸器 ﾕﾜｶｼｷ 湯沸器
462910 ガステーブル ｶﾞｽﾃ-ﾌﾞﾙ ガステーブル
462915 ガス調理器 ｶﾞｽﾁﾖｳﾘｷ ガス調理器
462920 換気扇 ｶﾝｷｾﾝ 換気扇
462925 レンジフード ﾚﾝｼﾞﾌ-ﾄﾞ レンジフード
462930 食器乾燥機 ｼﾖﾂｷｶﾝｿｳｷ 食器乾燥機
462935 食器洗機 ｼﾖﾂｷｱﾗｲｷ 食器洗機
462997 厨房機器その他 ﾁﾕｳﾎﾞｳｷｷｿﾉﾀ 厨房機器その他
4631 レンジ ﾚﾝｼﾞ レンジ
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463105 電子レンジ ﾃﾞﾝｼﾚﾝｼﾞ 電子レンジ
463110 据付型オーブン ｿﾅｴﾂｹｶﾞﾀｵ-ﾌﾞﾝ 据付型オーブン
463115 ガスレンジ ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ ガスレンジ
463120 電磁調理器 ﾃﾞﾝｼﾞﾁﾖｳﾘｷ 電磁調理器
463197 レンジその他 ﾚﾝｼﾞｿﾉﾀ レンジその他
4633 回転調理器 ｶｲﾃﾝﾁﾖｳﾘｷ 回転調理器
463305 ジューサーミキサー ｼﾞﾕ-ｻ-ﾐｷｻ- ジューサーミキサー
463310 餅つき機 ﾓﾁﾂｷｷ 餅つき機
463315 ハンドミキサー ﾊﾝﾄﾞﾐｷｻ- ハンドミキサー
463320 コーヒーミル ｺ-ﾋ-ﾐﾙ コーヒーミル
463325 電気氷かき ﾃﾞﾝｷｺｵﾘｶｷ 電気氷かき
463330 シャープナー ｼﾔ-ﾌﾟﾅ- シャープナー
463397 回転調理器その他 ｶｲﾃﾝﾁﾖｳﾘｷｿﾉﾀ 回転調理器その他
4635 電熱調理器 ﾃﾞﾝﾈﾂﾁﾖｳﾘｷ 電熱調理器
463505 電気炊飯器 ﾃﾞﾝｷｽｲﾊﾝｷ 電気炊飯器
463510 電子ジャー ﾃﾞﾝｼｼﾞﾔ- 電子ジャー
463515 トースター ﾄ-ｽﾀ- トースター
463520 電気オ－ブン ﾃﾞﾝｷｵ-ﾌﾞﾝ 電気オ－ブン
463525 コーヒーメーカー ｺ-ﾋ-ﾒ-ｶ- コーヒーメーカー
463530 ホットプレート ﾎﾂﾄﾌﾟﾚ-ﾄ ホットプレート
463535 タイマースイッチ群 ﾀｲﾏ-ｽｲﾂﾁｸﾞﾝ タイマースイッチ群
463597 電熱調理器その他 ﾃﾞﾝﾈﾂﾁﾖｳﾘｷｿﾉﾀ 電熱調理器その他
4637 調理関連 ﾁﾖｳﾘｶﾝﾚﾝ 調理関連
463705 浄水器・整水器 ｼﾞﾖｳｽｲｷ,ｾｲｽｲｷ 浄水器・整水器
463797 調理関連その他 ﾁﾖｳﾘｶﾝﾚﾝｿﾉﾀ 調理関連その他
4639 冷蔵機器 ﾚｲｿﾞｳｷｷ 冷蔵機器
463905 冷蔵庫 ﾚｲｿﾞｳｺ 冷蔵庫
463910 冷凍庫 ﾚｲﾄｳｺ 冷凍庫
463915 ウオータークーラー ｳｵ-ﾀ-ｸ-ﾗ- ウオータークーラー
463997 冷蔵機器その他 ﾚｲｿﾞｳｷｷｿﾉﾀ 冷蔵機器その他
4641 家事用品 ｶｼﾞﾖｳﾋﾝ 家事用品
464105 洗濯機 ｾﾝﾀｸｷ 洗濯機
464110 乾燥機 ｶﾝｿｳｷ 乾燥機
464115 フトン乾燥機 ﾌﾄﾝｶﾝｿｳｷ フトン乾燥機
464120 スタンド ｽﾀﾝﾄﾞ スタンド
464125 掃除機 ｿｳｼﾞｷ 掃除機
464197 家事用品その他 ｶｼﾞﾖｳﾋﾝｿﾉﾀ 家事用品その他
4643 理美容用品 ﾘﾋﾞﾖｳﾖｳﾋﾝ 理美容用品
464305 ヘアードライヤー ﾍｱ-ﾄﾞﾗｲﾔ- ヘアードライヤー
464310 ホットカーラー ﾎﾂﾄｶ-ﾗ- ホットカーラー
464315 電気カミソリ ﾃﾞﾝｷｶﾐｿﾘ 電気カミソリ
464320 アイロン ｱｲﾛﾝ アイロン
464325 ズボンプレッサー ｽﾞﾎﾞﾝﾌﾟﾚﾂｻ- ズボンプレッサー
464397 理美容用品その他 ﾘﾋﾞﾖｳﾖｳﾋﾝｿﾉﾀ 理美容用品その他
4645 健康医療機器 ｹﾝｺｳｲﾘﾖｳｷｷ 健康医療機器
464505 マッサージ椅子 ﾏﾂｻ-ｼﾞｲｽ マッサージ椅子
464510 バイブレーター ﾊﾞｲﾌﾞﾚ-ﾀ- バイブレーター
464515 補聴器 ﾎﾁﾖｳｷ 補聴器
464520 体温計 ﾀｲｵﾝｹｲ 体温計
464530 血圧計 ｹﾂｱﾂｹｲ 血圧計
464535 低，高周波治療器 ﾃｲ,ｺｳｼﾕｳﾊﾁﾘﾖｳｷ 低，高周波治療器
464540 電気ハブラシ ﾃﾞﾝｷﾊﾌﾞﾗｼ 電気ハブラシ
464545 口腔洗浄機 ｺｳｸｳｾﾝｼﾞﾖｳｷ 口腔洗浄機
464550 トレーニング器具 ﾄﾚ-ﾆﾝｸﾞｷｸﾞ トレーニング器具
464555 ゴルフ練習機 ｺﾞﾙﾌﾚﾝｼﾕｳｷ ゴルフ練習機
464560 ホームサウナ ﾎ-ﾑｻｳﾅ ホームサウナ
464565 温水洗浄便器 ｵﾝｽｲｾﾝｼﾞﾖｳﾍﾞﾝｻ 温水洗浄便器
464597 健康医療機器その他 ｹﾝｺｳｲﾘﾖｳｷｷｿﾉﾀ 健康医療機器その他
4647 照明用品 ｼﾖｳﾒｲﾖｳﾋﾝ 照明用品
464705 ペンダント ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ ペンダント
464710 シーリングライト ｼ-ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ シーリングライト
464715 ブラケット ﾌﾞﾗｹﾂﾄ ブラケット
464720 シャンデリア ｼﾔﾝﾃﾞﾘｱ シャンデリア
464725 スタンド（フロアスタンドを含む） ｽﾀﾝﾄﾞ スタンド（フロアスタンドを含
464797 照明用品その他 ｼﾖｳﾒｲﾖｳﾋﾝｿﾉﾀ 照明用品その他
4649 事務機・学用品 ｼﾞﾑｷ.ｶﾞｸﾖｳﾋﾝ 事務機・学用品
464905 電卓 ﾃﾞﾝﾀｸ 電卓
464910 電訳機 ﾃﾞﾝﾔｸｷ 電訳機
464915 電子手帳 ﾃﾞﾝｼﾃﾁﾖｳ 電子手帳
464920 学用品 ｶﾞｸﾖｳﾋﾝ 学用品
464997 事務機・学用品その他 ｼﾞﾑｷ.ｶﾞｸﾖｳﾋﾝｿﾉ 事務機・学用品その他
4651 時計・カメラ ﾄｹｲ.ｶﾒﾗ 時計・カメラ
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465105 時計 ﾄｹｲ 時計
465110 カメラ ｶﾒﾗ カメラ
465197 時計・カメラその他 ﾄｹｲ.ｶﾒﾗｿﾉﾀ 時計・カメラその他
4653 楽器 ｶﾞﾂｷ 楽器
465305 ピアノ（家電メーカー） ﾋﾟｱﾉ(ｶﾃﾞﾝﾒ-ｶ-) ピアノ（家電メーカー）
465310 電子ピアノ（家電メーカー） ﾃﾞﾝｼﾋﾟｱﾉ(ｶﾃﾞﾝﾒ 電子ピアノ（家電メーカー）
465315 電子オルガン（家電メーカー） ﾃﾞﾝｼｵﾙｶﾞﾝ(ｶﾃﾞﾝ 電子オルガン（家電メーカー）
465320 シンセサイザー（家電メーカー） ｼﾝｾｻｲｻﾞ-(ｶﾃﾞﾝﾒ シンセサイザー（家電メーカー
465397 楽器その他 ｶﾞﾂｷｿﾉﾀ 楽器その他
4655 ＯＡ機器 OAｷｷ ＯＡ機器
465505 パソコン ﾊﾟｿｺﾝ パソコン
465510 電話機 ﾃﾞﾝﾜｷ 電話機
465515 ワ－プロ ﾜ-ﾌﾟﾛ ワ－プロ
465520 複写機 ﾌｸｼﾔｷ 複写機
465525 ファクシミリ ﾌｱｸｼﾐﾘ ファクシミリ
465597 ＯＡ機器その他 OAｷｷｿﾉﾀ ＯＡ機器その他
4657 住設用品 ｼﾞﾕｳｾﾂﾖｳﾋﾝ 住設用品
465705 厨房設備 ﾁﾕｳﾎﾞｳｾﾂﾋﾞ 厨房設備
465710 ポンプ ﾎﾟﾝﾌﾟ ポンプ
465715 洗面用品 ｾﾝﾒﾝﾖｳﾋﾝ 洗面用品
465720 温水器 ｵﾝｽｲｷ 温水器
465725 インタホン，チャイム群 ｲﾝﾀﾎﾝ,ﾁﾔｲﾑｸﾞﾝ インタホン，チャイム群
465797 住設用品その他 ｼﾞﾕｳｾﾂﾖｳﾋﾝｿﾉﾀ 住設用品その他
4659 大工・園芸品，レジャー用品 ﾀﾞｲｸ.ｴﾝｹﾞｲﾋﾝ,ﾚ 大工・園芸品，レジャー用品
465905 電動工具 ﾃﾞﾝﾄﾞｳｺｳｸﾞ 電動工具
465910 園芸器具 ｴﾝｹﾞｲｷｸﾞ 園芸器具
465915 ポータブル電源群 ﾎﾟ-ﾀﾌﾞﾙﾃﾞﾝｹﾞﾝｸ ポータブル電源群
465997 大工・園芸品，レジャー用品その他 ﾀﾞｲｸ.ｴﾝｹﾞｲﾚｼﾞﾔ 大工・園芸品，レジャー用品そ
4661 消耗家電 ｼﾖｳﾓｳｶﾃﾞﾝ 消耗家電
466105 電池 ﾃﾞﾝﾁ 電池
466110 電球 ﾃﾞﾝｷﾕｳ 電球
466115 螢光ランプ ｹｲｺｳﾗﾝﾌﾟ 螢光ランプ
466120 配線器具 ﾊｲｾﾝｷｸﾞ 配線器具
466125 フラッシュライト ﾌﾗﾂｼﾕﾗｲﾄ フラッシュライト
466130 電池クリーナー ﾃﾞﾝﾁｸﾘ-ﾅ- 電池クリーナー
466197 消耗家電その他 ｼﾖｳﾓｳｶﾃﾞﾝｿﾉﾀ 消耗家電その他
4663 消耗部品 ｼﾖｳﾓｳﾌﾞﾋﾝ 消耗部品
466305 剃刀の替刃 ｶﾐｿﾘﾉｶｴﾊﾞ 剃刀の替刃
466310 掃除機紙パック ｿｳｼﾞｷｶﾐﾊﾟﾂｸ 掃除機紙パック
466315 石油ストーブ芯 ｾｷﾕｽﾄ-ﾌﾞｼﾝ 石油ストーブ芯
466320 換気扇フィルター ｶﾝｷｾﾝﾌｲﾙﾀ- 換気扇フィルター
466325 空気清浄器フィルター ｸｳｷｾｲｼﾞﾖｳｷﾌｲﾙﾀ 空気清浄器フィルター
466330 プリンターリボン ﾌﾟﾘﾝﾀ-ﾘﾎﾞﾝ プリンターリボン
466335 ワープロ用紙 ﾜ-ﾌﾟﾛﾖｳｼ ワープロ用紙
466340 感熱紙 ｶﾝﾈﾂｼ 感熱紙
466345 ラベル ﾗﾍﾞﾙ ラベル
466350 浄水機カートリッジ ｼﾞﾖｳｽｲｷｶ-ﾄﾘﾂｼﾞ 浄水機カートリッジ
466397 消耗部品その他 ｼﾖｳﾓｳﾌﾞﾋﾝｿﾉﾀ 消耗部品その他
4697 その他家電 ｿﾉﾀｶﾃﾞﾝ その他家電
469797 その他家電 ｿﾉﾀｶﾃﾞﾝ その他家電
49 その他耐久消費財 ｿﾉﾀﾀｲｷﾕｳｼﾖｳﾋｻﾞ その他耐久消費財
4901 美術工芸品 ﾋﾞｼﾞﾕﾂｺｳｹﾞｲﾋﾝ 美術工芸品
490101 絵画 ｶｲｶﾞ 絵画
490103 彫刻 ﾁﾖｳｺｸ 彫刻
490105 書跡及び典籍 ｼﾖｾｷｵﾖﾋﾞﾃﾝｾｷ 書跡及び典籍
490197 美術工芸品一般 ﾋﾞｼﾞﾕﾂｺｳｹﾞｲﾋﾝｲ 美術工芸品一般
4903 ミシン ﾐｼﾝ ミシン
490301 ミシン ﾐｼﾝ ミシン
490310 ミシン関連品 ﾐｼﾝｶﾝﾚﾝﾋﾝ ミシン関連品
490397 ミシン一般 ﾐｼﾝｲﾂﾊﾟﾝ ミシン一般
4904 貴金属 ｷｷﾝｿﾞｸ 貴金属
490401 貴金属 ｷｷﾝｿﾞｸ 貴金属
490410 貴金属関連品 ｷｷﾝｿﾞｸｶﾝﾚﾝﾋﾝ 貴金属関連品
490497 貴金属一般 ｷｷﾝｿﾞｸｲﾂﾊﾟﾝ 貴金属一般
4997 一般耐久消費財 ｲﾂﾊﾟﾝﾀｲｷﾕｳｼﾖｳﾋ 一般耐久消費財
499797 その他一般耐久消費財 ｿﾉﾀｲﾂﾊﾟﾝﾀｲｷﾕｳｼ その他一般耐久消費財
5 衣料・身回り品 ｲﾘﾖｳ,ﾐﾏﾜﾘﾋﾝ 衣料・身回り品
51 衣料・衣服 ｲﾘﾖｳ,ｲﾌｸ 衣料・衣服
5101 肌着・靴下 ﾊﾀﾞｷﾞ,ｸﾂｼﾀ 肌着・靴下
510101 子供肌着 ｺﾄﾞﾓﾊﾀﾞｷﾞ 子供肌着
510103 紳士肌着 ｼﾝｼﾊﾀﾞｷﾞ 紳士肌着
510105 婦人肌着 ﾌｼﾞﾝﾊﾀﾞｷﾞ 婦人肌着
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510107 ランジェリー、ファンデーション ﾗﾝｼﾞｴﾘ-,ﾌｱﾝﾃﾞ- ランジェリー、ファンデーショ
510109 ナイトウェア ﾅｲﾄｳｴｱ ナイトウェア
510111 子供靴下 ｺﾄﾞﾓｸﾂｼﾀ 子供靴下
510113 紳士靴下 ｼﾝｼｸﾂｼﾀ 紳士靴下
510115 婦人靴下 ﾌｼﾞﾝｸﾂｼﾀ 婦人靴下
510197 肌着・靴下一般 ﾊﾀﾞｷﾞ,ｸﾂｼﾀｲﾂﾊﾟ 肌着・靴下一般
5102 子供衣料 ｺﾄﾞﾓｲﾘﾖｳ 子供衣料
510201 ベビー用品 ﾍﾞﾋﾞ-ﾖｳﾋﾝ ベビー用品
510203 幼児服 ﾖｳｼﾞﾌｸ 幼児服
510205 幼児洋品 ﾖｳｼﾞﾖｳﾋﾝ 幼児洋品
510207 男児服 ﾀﾞﾝｼﾞﾌｸ 男児服
510209 男児洋品 ﾀﾞﾝｼﾞﾖｳﾋﾝ 男児洋品
510211 女児服 ｼﾞﾖｼﾞﾌｸ 女児服
510213 女児洋品 ｼﾞﾖｼﾞﾖｳﾋﾝ 女児洋品
510215 スクール衣料 ｽｸ-ﾙｲﾘﾖｳ スクール衣料
510297 子供衣料一般 ｺﾄﾞﾓｲﾘﾖｳｲﾂﾊﾟﾝ 子供衣料一般
5103 紳士衣料 ｼﾝｼｲﾘﾖｳ 紳士衣料
510301 紳士服 ｼﾝｼﾌｸ 紳士服
510303 コート ｺ-ﾄ コート
510305 上衣 ｳﾜｷﾞ 上衣
510307 セーター、ベスト ｾ-ﾀ-,ﾍﾞｽﾄ セーター、ベスト
510309 スラックス ｽﾗﾂｸｽ スラックス
510311 ワイシャツ ﾜｲｼﾔﾂ ワイシャツ
510313 ワーキングウェア ﾜ-ｷﾝｸﾞｳｴｱ ワーキングウェア
510397 紳士衣料一般 ｼﾝｼｲﾘﾖｳｲﾂﾊﾟﾝ 紳士衣料一般
5104 婦人衣料 ﾌｼﾞﾝｲﾘﾖｳ 婦人衣料
510401 婦人服 ﾌｼﾞﾝﾌｸ 婦人服
510403 コート ｺ-ﾄ コート
510405 スカート ｽｶ-ﾄ スカート
510407 セーター、ブラウス ｾ-ﾀ-,ﾌﾞﾗｳｽ セーター、ブラウス
510409 スラックス ｽﾗﾂｸｽ スラックス
510411 服地 ﾌｸｼﾞ 服地
510413 毛皮 ｹｶﾞﾜ 毛皮
510415 用品 ﾖｳﾋﾝ 用品
510497 婦人衣料一般 ﾌｼﾞﾝｲﾘﾖｳｲﾂﾊﾟﾝ 婦人衣料一般
5105 スポーツウェア ｽﾎﾟ-ﾂｳｴｱ スポーツウェア
510501 スキー ｽｷ- スキー
510503 テニス ﾃﾆｽ テニス
510505 ゴルフ ｺﾞﾙﾌ ゴルフ
510507 マリーン ﾏﾘ-ﾝ マリーン
510509 フィットネス ﾌｲﾂﾄﾈｽ フィットネス
510511 登山・ヘビーデューティー ﾄｻﾞﾝ ﾍﾋﾞ-ﾃﾞﾕ-ﾃ 登山・ヘビーデューティー
510597 スポーツウェア一般 ｽﾎﾟ-ﾂｳｴｱ ｲﾂﾊﾟﾝ スポーツウェア一般
5106 呉服 ｺﾞﾌｸ 呉服
510601 絵羽 ｴﾊﾞ 絵羽
510603 染着尺 ｿﾒｷｼﾞﾔｸ 染着尺
510605 織着尺 ｵﾘｷｼﾞﾔｸ 織着尺
510607 帯 ｵﾋﾞ 帯
510609 実用呉服 ｼﾞﾂﾖｳｺﾞﾌｸ 実用呉服
510611 小物、付属品 ｺﾓﾉ,ﾌｿﾞｸﾋﾝ 小物、付属品
510613 喪装、裏地 ﾓﾌｸ,ｳﾗｼﾞ 喪装、裏地
510615 コート ｺ-ﾄ コート
510697 呉服一般 ｺﾞﾌｸｲﾂﾊﾟﾝ 呉服一般
5107 フォーマル ﾌｵ-ﾏﾙ フォーマル
510701 紳士略礼 ｼﾝｼﾘﾔｸﾚｲ 紳士略礼
510703 紳士礼服 ｼﾝｼﾚｲﾌｸ 紳士礼服
510705 紳士上衣、コート、スラックス ｼﾝｼｳﾜｷﾞ,ｺ-ﾄ,ｽﾗ 紳士上衣、コート、スラックス
510707 紳士シャツ他 ｼﾝｼｼﾔﾂﾎｶ 紳士シャツ他
510709 婦人 ﾌｼﾞﾝ 婦人
510711 男児 ﾀﾞﾝｼﾞ 男児
510713 女児 ｼﾞﾖｼﾞ 女児
510715 小物 ｺﾓﾉ 小物
510797 フォーマル一般 ﾌｵ-ﾏﾙｲﾂﾊﾟﾝ フォーマル一般
5108 ジーンズ ｼﾞ-ﾝｽﾞ ジーンズ
510801 紳士デニムレギュラージーンズ ｼﾝｼﾃﾞﾆﾑﾚｷﾞﾕﾗ-ｼ 紳士デニムレギュラージーンズ
510803 紳士カラーレギュラージーンズ ｼﾝｼｶﾗ-ﾚｷﾞﾕﾗ-ｼﾞ 紳士カラーレギュラージーンズ
510805 紳士その他のボトムス ｼﾝｼｿﾉﾀﾉﾎﾞﾄﾑｽ 紳士その他のボトムス
510807 紳士ジーンズトップス ｼﾝｼｼﾞ-ﾝｽﾞﾄﾂﾌﾟｽ 紳士ジーンズトップス
510809 婦人デニムレギュラージーンズ ﾌｼﾞﾝﾃﾞﾆﾑﾚｷﾞﾕﾗ- 婦人デニムレギュラージーンズ
510811 婦人カラーレギュラージーンズ ﾌｼﾞﾝｶﾗ-ﾚｷﾞﾕﾗ-ｼ 婦人カラーレギュラージーンズ
510813 婦人その他のボトムス ﾌｼﾞﾝｿﾉﾀﾉﾎﾞﾄﾑｽ 婦人その他のボトムス
510815 婦人ジーンズトップス ﾌｼﾞﾝｼﾞ-ﾝｽﾞﾄﾂﾌﾟ 婦人ジーンズトップス
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510817 子供ジーンズ ｺﾄﾞﾓｼﾞ-ﾝｽﾞ 子供ジーンズ
510819 子供ジーンズトップス ｺﾄﾞﾓｼﾞ-ﾝｽﾞﾄﾂﾌﾟ 子供ジーンズトップス
510897 ジーンズ一般 ｼﾞ-ﾝｽﾞｲﾂﾊﾟﾝ ジーンズ一般
5197 一般衣料・衣服 ｲﾂﾊﾟﾝｲﾘﾖｳ,ｲﾌｸ 一般衣料・衣服
519797 その他一般衣料・衣服 ｲﾂﾊﾟﾝｲﾘﾖｳ,ｲﾌｸ その他一般衣料・衣服
53 寝具・寝装品 ｼﾝｸﾞ,ｼﾝｿｳﾋﾝ 寝具・寝装品
5301 ふとん ﾌﾄﾝ ふとん
530101 掛ふとん ｶｹﾌﾄﾝ 掛ふとん
530103 敷ふとん ｼｷﾌﾄﾝ 敷ふとん
530105 肌ふとん ﾊﾀﾞﾌﾄﾝ 肌ふとん
530107 組ふとん ｸﾐﾌﾄﾝ 組ふとん
530109 組座ふとん ｸﾐｻﾞﾌﾄﾝ 組座ふとん
530111 マットレス ﾏﾂﾄﾚｽ マットレス
530113 まくら ﾏｸﾗ まくら
530197 ふとん一般 ﾌﾄﾝｲﾂﾊﾟﾝ ふとん一般
5302 毛布 ﾓｳﾌ 毛布
530201 純毛毛布 ｼﾞﾕﾝﾓｳﾓｳﾌ 純毛毛布
530203 合繊毛布 ｺﾞｳｾﾝﾓｳﾌ 合繊毛布
530205 綿毛布 ﾒﾝﾓｳﾌ 綿毛布
530207 夜着毛布 ﾔｷﾞﾓｳﾌ 夜着毛布
530209 電気毛布 ﾃﾞﾝｷﾓｳﾌ 電気毛布
530211 ひざ掛毛布 ﾋｻﾞｶｹﾓｳﾌ ひざ掛毛布
530297 毛布一般 ﾓｳﾌｲﾂﾊﾟﾝ 毛布一般
5303 カバー・シーツ ｶﾊﾞ-,ｼ-ﾂ カバー・シーツ
530301 掛カバー ｶｹｶﾊﾞ- 掛カバー
530303 敷カバー ｼｷｶﾊﾞ- 敷カバー
530305 肌カバー ﾊﾀﾞｶﾊﾞ- 肌カバー
530307 毛布カバー ﾓｳﾌｶﾊﾞ- 毛布カバー
530309 枕カバー ﾏｸﾗｶﾊﾞ- 枕カバー
530311 衿カバー ｴﾘｶﾊﾞ- 衿カバー
530313 シーツ ｼ-ﾂ シーツ
530397 カバー・シーツ一般 ｶﾊﾞ-,ｼ-ﾂｲﾂﾊﾟﾝ カバー・シーツ一般
5304 ベッド用品 ﾍﾞﾂﾄﾞﾖｳﾋﾝ ベッド用品
530401 ベッド用ふとん ﾍﾞﾂﾄﾞﾖｳﾌﾄﾝ ベッド用ふとん
530403 ベッドパット ﾍﾞﾂﾄﾞﾊﾟﾂﾄ ベッドパット
530405 ベッドスプレッド ﾍﾞﾂﾄﾞｽﾌﾟﾚﾂﾄﾞ ベッドスプレッド
530407 ベッド用毛布 ﾍﾞﾂﾄﾞﾖｳﾓｳﾌ ベッド用毛布
530409 ベッド用タオルケット ﾍﾞﾂﾄﾞﾖｳﾀｵﾙｹﾂﾄ ベッド用タオルケット
530411 ベッド用シーツ ﾍﾞﾂﾄﾞﾖｳｼ-ﾂ ベッド用シーツ
530413 ベッド用枕 ﾍﾞﾂﾄﾞﾖｳﾏｸﾗ ベッド用枕
530415 ベッド ﾍﾞﾂﾄﾞ ベッド
530497 ベッド用品一般 ﾍﾞﾂﾄﾞﾖｳﾋﾝｲﾂﾊﾟﾝ ベッド用品一般
5305 コタツ用品 ｺﾀﾂﾖｳﾋﾝ コタツ用品
530501 コタツふとん ｺﾀﾂﾌﾄﾝ コタツふとん
530503 コタツ敷ふとん ｺﾀﾂｼｷﾌﾄﾝ コタツ敷ふとん
530505 コタツふとんカバー ｺﾀﾂﾌﾄﾝｶﾊﾞ- コタツふとんカバー
530507 コタツ上掛 ｺﾀﾂｳﾜｶｹ コタツ上掛
530509 コタツ毛布 ｺﾀﾂﾓｳﾌ コタツ毛布
530511 暖卓・天板 ｺﾀﾂ,ﾃ-ﾌﾞﾙ 暖卓・天板
530513 座いす ｻﾞｲｽ 座いす
530515 座ぶとん ｻﾞﾌﾞﾄﾝ 座ぶとん
530517 座布団カバー ｻﾞﾌﾞﾄﾝｶﾊﾞ- 座布団カバー
530597 コタツ用品一般 ｺﾀﾂﾖｳﾋﾝｲﾂﾊﾟﾝ コタツ用品一般
5306 ベビー寝具 ﾍﾞﾋﾞ-ｼﾝｸﾞ ベビー寝具
530601 ベビー組ふとん ﾍﾞﾋﾞ-ｸﾐﾌﾄﾝ ベビー組ふとん
530603 ベビー掛ふとん ﾍﾞﾋﾞ-ｶｹﾌﾄﾝ ベビー掛ふとん
530605 ベビー敷ふとん ﾍﾞﾋﾞ-ｼｷﾌﾄﾝ ベビー敷ふとん
530607 ベビー肌ふとん ﾍﾞﾋﾞ-ﾊﾀﾞﾌﾄﾝ ベビー肌ふとん
530609 ベビー毛布 ﾍﾞﾋﾞ-ﾓｳﾌ ベビー毛布
530611 ベビータオルケット ﾍﾞﾋﾞ-ﾀｵﾙｹﾂﾄ ベビータオルケット
530613 ベビー用カバーシーツ ﾍﾞﾋﾞ-ﾖｳｶﾊﾞ-ｼ-ﾂ ベビー用カバーシーツ
530615 ベビー枕 ﾍﾞﾋﾞ-ﾏｸﾗ ベビー枕
530617 ベビーベッド ﾍﾞﾋﾞ-ﾍﾞﾂﾄﾞ ベビーベッド
530697 ベビー寝具一般 ﾍﾞﾋﾞ-ｼﾝｸﾞｲﾂﾊﾟﾝ ベビー寝具一般
5307 寝装品 ｼﾝｿｳﾋﾝ 寝装品
530701 パジャマ ﾊﾟｼﾞﾔﾏ パジャマ
530703 ネグリジェ ﾈｸﾞﾘｼﾞｴ ネグリジェ
530705 ガウン ｶﾞｳﾝ ガウン
530707 ロープ ﾛ-ﾌﾟ ロープ
530709 ねまき ﾈﾏｷ ねまき
530711 ポンチョ ﾎﾟﾝﾁﾖ ポンチョ
530713 甚平 ｼﾞﾝﾍﾞ 甚平
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530797 寝装品一般 ｼﾝｿｳﾋﾝｲﾂﾊﾟﾝ 寝装品一般
5308 タオル製品 ﾀｵﾙｾｲﾋﾝ タオル製品
530801 バスタオル ﾊﾞｽﾀｵﾙ バスタオル
530803 フェイスタオル ﾌｴｲｽﾀｵﾙ フェイスタオル
530805 ハンドタオル ﾊﾝﾄﾞﾀｵﾙ ハンドタオル
530807 スポーツタオル ｽﾎﾟ-ﾂﾀｵﾙ スポーツタオル
530809 バスローブ ﾊﾞｽﾛ-ﾌﾞ バスローブ
530811 トイレ用品 ﾄｲﾚﾖｳﾋﾝ トイレ用品
530813 タオルケット ﾀｵﾙｹﾂﾄ タオルケット
530897 タオル製品一般 ﾀｵﾙｾｲﾋﾝｲﾂﾊﾟﾝ タオル製品一般
5309 室内用品 ｼﾂﾅｲﾖｳﾋﾝ 室内用品
530901 カーテン・ブラインド ｶ-ﾃﾝ,ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ カーテン・ブラインド
530903 カーペット・敷物類 ｶ-ﾍﾟﾂﾄ,ｼｷﾓﾉﾙｲ カーペット・敷物類
530905 マット・ラグ ﾏﾂﾄ,ﾗｸﾞ マット・ラグ
530907 クッション ｸﾂｼﾖﾝ クッション
530909 インテリア雑貨 ｲﾝﾃﾘｱｻﾞﾂｶ インテリア雑貨
530911 ダイニング・キッチン用品 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ,ｷﾂﾁﾝﾖｳ ダイニング・キッチン用品
530913 バス用品 ﾊﾞｽﾖｳﾋﾝ バス用品
530915 壁材 ｶﾍﾞｻﾞｲ 壁材
530997 室内用品一般 ｼﾂﾅｲﾖｳﾋﾝｲﾂﾊﾟﾝ 室内用品一般
5397 一般寝具・寝装品 ｲﾂﾊﾟﾝｼﾝｸﾞ,ｼﾝｿｳ 一般寝具・寝装品
539797 その他一般寝具・寝装品 ｿﾉﾀｲﾂﾊﾟﾝｼﾝｸﾞ,ｼ その他一般寝具・寝装品
54 身の回り品 ﾐﾉﾏﾜﾘﾋﾝ 身の回り品
5401 子供服飾 ｺﾄﾞﾓ ﾌｸｼﾖｸ 子供服飾
540101 ハンカチーフ ﾊﾝｶﾁ-ﾌ ハンカチーフ
540103 マフラー・スカーフ ﾏﾌﾗ- ｽｶ-ﾌ マフラー・スカーフ
540105 ネクタイ ﾈｸﾀｲ ネクタイ
540107 蝶ネクタイ・アスコット・ループタイ ﾁﾖｳﾈｸﾀｲ ｱｽｺﾂﾄ 蝶ネクタイ・アスコット・ルー
540109 ベルト・サスペンダー ﾍﾞﾙﾄ ｻｽﾍﾟﾝﾀﾞ- ベルト・サスペンダー
540111 手袋 ﾃﾌﾞｸﾛ 手袋
540113 帽子 ﾎﾞｳｼ 帽子
540197 子供服飾一般 ｺﾄﾞﾓ ﾌｸｼﾖｸ ｲﾂﾊ 子供服飾一般
5402 紳士服飾 ｼﾝｼ ﾌｸｼﾖｸ 紳士服飾
540201 ハンカチーフ ﾊﾝｶﾁ-ﾌ ハンカチーフ
540203 マフラー・スカーフ ﾏﾌﾗ- ｽｶ-ﾌ マフラー・スカーフ
540205 ネクタイ ﾈｸﾀｲ ネクタイ
540207 蝶ネクタイ・アスコット・ループタイ ﾁﾖｳﾈｸﾀｲ ｱｽｺﾂﾄ 蝶ネクタイ・アスコット・ルー
540209 ベルト・サスペンダー ﾍﾞﾙﾄ ｻｽﾍﾟﾝﾀﾞ- ベルト・サスペンダー
540211 手袋 ﾃﾌﾞｸﾛ 手袋
540213 帽子 ﾎﾞｳｼ 帽子
540297 紳子服飾一般 ｼﾝｼ ﾌｸｼﾖｸ ｲﾂﾊﾟ 紳子服飾一般
5403 婦人服飾 ﾌｼﾞﾝ ﾌｸｼﾖｸ 婦人服飾
540301 ハンカチーフ ﾊﾝｶﾁ-ﾌ ハンカチーフ
540303 マフラー・スカーフ ﾏﾌﾗ- ｽｶ-ﾌ マフラー・スカーフ
540305 ネクタイ ﾈｸﾀｲ ネクタイ
540307 蝶ネクタイ・アスコット・ループタイ ﾁﾖｳﾈｸﾀｲ 蝶ネクタイ・アスコット・ルー
540309 ベルト・サスペンダー ﾍﾞﾙﾄ ｻｽﾍﾟﾝﾀﾞ- ベルト・サスペンダー
540311 手袋 ﾃﾌﾞｸﾛ 手袋
540313 帽子 ﾎﾞｳｼ 帽子
540397 婦人服飾一般 ﾌｼﾞﾝ ﾌｸｼﾖｸ ｲﾂﾊ 婦人服飾一般
5404 和装用身の回り品 ﾜｿｳﾖｳﾐﾉﾏﾜﾘﾋﾝ 和装用身の回り品
540401 帯どめ ｵﾋﾞﾄﾞﾒ 帯どめ
540403 帯あげ ｵﾋﾞｱｹﾞ 帯あげ
540405 腰ひも・だて巻 ｺｼﾋﾓ,ﾀﾞﾃﾏｷ 腰ひも・だて巻
540407 羽織ひも ﾊｵﾘﾋﾓ 羽織ひも
540409 半えり ﾊﾝｴﾘ 半えり
540411 すそよけ（けだし） ｽｿﾖｹ(ｹﾀﾞｼ) すそよけ（けだし）
540497 和装用身の回り品一般 ﾜｿｳﾖｳﾐﾉﾏﾜﾘﾋﾝｲﾂ 和装用身の回り品一般
5405 袋物 ﾌｸﾛﾓﾉ 袋物
540501 ハンドバッグ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞﾂｸﾞ ハンドバッグ
540503 小物入れ ｺﾓﾉｲﾚ 小物入れ
540505 ファッションバッグ ﾌｱﾂｼﾖﾝﾊﾞﾂｸﾞ ファッションバッグ
540597 袋物一般 ﾌｸﾛﾓﾉｲﾂﾊﾟﾝ 袋物一般
5406 かばん ｶﾊﾞﾝ かばん
540601 旅行用カバン ﾘﾖｺｳﾖｳｶﾊﾞﾝ 旅行用カバン
540603 事務用かばん ｼﾞﾑﾖｳｶﾊﾞﾝ 事務用かばん
540605 学生かばん ｶﾞｸｾｲｶﾊﾞﾝ 学生かばん
540607 スポーツ・レジャー用かばん ｽﾎﾟ-ﾂ,ﾚｼﾞﾔ-ﾖｳｶ スポーツ・レジャー用かばん
540609 楽器用ケース ｶﾞﾂｷﾖｳｹ-ｽ 楽器用ケース
540611 光学機器・ラジオ用ケース ｺｳｶﾞｸｷｷ,ﾗｼﾞｵﾖｳ 光学機器・ラジオ用ケース
540613 職業用かばん ｼﾖｸｷﾞﾖｳﾖｳｶﾊﾞﾝ 職業用かばん
540697 かばん一般 ｶﾊﾞﾝｲﾂﾊﾟﾝ かばん一般
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5407 かさ・つえ ｶｻ,ﾂｴ かさ・つえ
540701 和がさ ﾜｶﾞｻ 和がさ
540703 洋傘 ﾖｳｶﾞｻ 洋傘
540705 つえ（ステッキ） ﾂｴ(ｽﾃﾂｷ) つえ（ステッキ）
540797 かさ・つえ一般 ｶｻ,ﾂｴｲﾂﾊﾟﾝ かさ・つえ一般
5408 扇子・うちわ ｾﾝｽ,ｳﾁﾜ 扇子・うちわ
540801 扇子 ｾﾝｽ 扇子
540803 うちわ ｳﾁﾜ うちわ
540805 扇子・うちわの部品 ｾﾝｽ,ｳﾁﾜﾉﾌﾞﾋﾝ 扇子・うちわの部品
540897 扇子・うちわ一般 ｾﾝｽ,ｳﾁﾜｲﾂﾊﾟﾝ 扇子・うちわ一般
5409 装身具 ｿｳｼﾝｸﾞ 装身具
540901 指輪 ﾕﾋﾞﾜ 指輪
540903 ネックレス ﾈﾂｸﾚｽ ネックレス
540905 イヤリング ｲﾔﾘﾝｸﾞ イヤリング
540907 ブレスレット類 ﾌﾞﾚｽﾚﾂﾄﾙｲ ブレスレット類
540909 ペンダント ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ ペンダント
540911 ブローチ、ハットピン類 ﾌﾞﾛ-ﾁ,ﾊﾂﾄﾋﾟﾝﾙｲ ブローチ、ハットピン類
540913 カラーボタン類 ｶﾗ-ﾎﾞﾀﾝﾙｲ カラーボタン類
540915 頭・髪飾り ｱﾀﾏ,ｶﾐｶｻﾞﾘ 頭・髪飾り
540997 装身具一般 ｿｳｼﾝｸﾞｲﾂﾊﾟﾝ 装身具一般
5497 一般身の回り品 ｲﾂﾊﾟﾝﾐﾉﾏﾜﾘﾋﾝ 一般身の回り品
549701 衛生衣服附属品 ｴｲｾｲｲﾌｸﾌｿﾞｸﾋﾝ 衛生衣服附属品
549703 レギンス ﾚｷﾞﾝｽ レギンス
549705 財布類 ｻｲﾌ 財布類
549707 喫煙具 ｷﾂｴﾝｸﾞ 喫煙具
549797 その他一般身の回り品 ｿﾉﾀｲﾂﾊﾟﾝﾐﾉﾏﾜﾘﾋ その他一般身の回り品
55 靴・履物 ｸﾂ,ﾊｷﾓﾉ 靴・履物
5501 ベビー ﾍﾞﾋﾞ- ベビー
550101 シューズ ｼﾕ-ｽﾞ シューズ
550104 ブーツ ﾌﾞ-ﾂ ブーツ
550107 サンダル ｻﾝﾀﾞﾙ サンダル
550109 その他靴 ｿﾉﾀ ｸﾂ その他靴
5502 ジュニア，チャイルド（革，合皮） ｼﾞﾕﾆｱ ﾁﾔｲﾙﾄﾞ ｶ ジュニア，チャイルド（革，合
550210 チャイルドシューズ ﾁﾔｲﾙﾄﾞ ｼﾕ-ｽﾞ チャイルドシューズ
550211 ジュニアシューズ ｼﾞﾕﾆｱ ｼﾕ-ｽﾞ ジュニアシューズ
550212 パンプス ﾊﾟﾝﾌﾟｽ パンプス
550213 シューズ ｼﾕ-ｽﾞ シューズ
550214 ブーツ ﾌﾞ-ﾂ ブーツ
550216 スポーツシューズ ｽﾎﾟ-ﾂ ｼﾕ-ｽﾞ スポーツシューズ
550217 サンダル ｻﾝﾀﾞﾙ サンダル
550218 ヘップサンダル ﾍﾂﾌﾟ ｻﾝﾀﾞﾙ ヘップサンダル
550219 その他靴 ｿﾉﾀ ｸﾂ その他靴
5503 ジュニア，チャイルド ｼﾞﾕﾆｱ ﾁﾔｲﾙﾄﾞ ジュニア，チャイルド
550320 チャイルドシューズ ﾁﾔｲﾙﾄﾞ ｼﾕ-ｽﾞ チャイルドシューズ
550321 ジュニアシューズ ｼﾞﾕﾆｱ ｼﾕ-ｽﾞ ジュニアシューズ
550323 スクールシューズ ｽｸ-ﾙ ｼﾕ-ｽﾞ スクールシューズ
550324 ウインターシューズ ｳｲﾝﾀ- ｼﾕ-ｽﾞ ウインターシューズ
550325 レインシューズ ﾚｲﾝ ｼﾕ-ｽﾞ レインシューズ
550326 スポーツシューズ ｽﾎﾟ-ﾂ ｼﾕ-ｽﾞ スポーツシューズ
550327 サンダル ｻﾝﾀﾞﾙ サンダル
550329 その他靴 ｿﾉﾀ ｸﾂ その他靴
5504 メンズ（革） ﾒﾝｽﾞ ｶﾜ メンズ（革）
550430 レース（革底） ﾚ-ｽ レース（革底）
550431 レース ﾚ-ｽ レース
550432 スリポン（革底） ｽﾘﾎﾟﾝ スリポン（革底）
550433 スリポン ｽﾘﾎﾟﾝ スリポン
550434 ブーツ（革底） ﾌﾞ-ﾂ ブーツ（革底）
550435 ブーツ ﾌﾞ-ﾂ ブーツ
550436 スポーツシューズ ｽﾎﾟ-ﾂ ｼﾕ-ｽﾞ スポーツシューズ
550437 サンダル ｻﾝﾀﾞﾙ サンダル
550439 その他靴 ｿﾉﾀ ｸﾂ その他靴
5505 メンズ（合皮） ﾒﾝｽﾞ ｺﾞｳﾋ メンズ（合皮）
550541 レース ﾚ-ｽ レース
550543 スリポン ｽﾘﾎﾟﾝ スリポン
550544 ブーツ ﾌﾞ-ﾂ ブーツ
550546 スポーツシューズ ｽﾎﾟ-ﾂ ｼﾕ-ｽﾞ スポーツシューズ
550547 サンダル ｻﾝﾀﾞﾙ サンダル
550548 ヘップサンダル ﾍﾂﾌﾟ ｻﾝﾀﾞﾙ ヘップサンダル
550549 その他靴 ｿﾉﾀ ｸﾂ その他靴
5506 メンズ ﾒﾝｽﾞ ｷﾔﾝﾊﾞｽ ﾋﾞ メンズ
550651 スタンダードカジュアルシューズ ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ ｶｼﾞﾕｱ スタンダードカジュアルシュー
550654 ウインターシューズ ｳｲﾝﾀ- ｼﾕ-ｽﾞ ウインターシューズ
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550655 レインシューズ ﾚｲﾝ ｼﾕ-ｽﾞ レインシューズ
550656 スポーツシューズ ｽﾎﾟ-ﾂ ｼﾕ-ｽﾞ スポーツシューズ
550659 その他靴 ｿﾉﾀ ｸﾂ その他靴
5507 レディス（革） ﾚﾃﾞｲｽ ｶﾜ レディス（革）
550762 パンプス ﾊﾟﾝﾌﾟｽ パンプス
550763 シューズ ｼﾕ-ｽﾞ シューズ
550764 ブーツ ﾌﾞ-ﾂ ブーツ
550766 スポーツシューズ ｽﾎﾟ-ﾂ ｼﾕ-ｽﾞ スポーツシューズ
550767 サンダル ｻﾝﾀﾞﾙ サンダル
550769 その他靴 ｿﾉﾀ ｸﾂ その他靴
5508 レディス（合皮） ﾚﾃﾞｲｽ ｺﾞｳﾋ レディス（合皮）
550872 パンプス ﾊﾟﾝﾌﾟｽ パンプス
550873 シューズ ｼﾕ-ｽﾞ シューズ
550874 ブーツ ﾌﾞ-ﾂ ブーツ
550875 レイン　シューズ ﾚｲﾝ ｼﾕ-ｽﾞ レイン　シューズ
550876 スポーツシューズ ｽﾎﾟ-ﾂ ｼﾕ-ｽﾞ スポーツシューズ
550877 サンダル ｻﾝﾀﾞﾙ サンダル
550878 ヘップサンダル ﾍﾂﾌﾟｻﾝﾀﾞﾙ ヘップサンダル
550879 その他靴 ｿﾉﾀ ｸﾂ その他靴
5509 レディス ﾚﾃﾞｲｽ ｷﾔﾝﾊﾞｽﾋﾞ レディス
550981 スタンダードカジュアルシューズ ｽﾀﾝﾀﾞ-ﾄﾞ ｶｼﾞﾕｱ スタンダードカジュアルシュー
550984 ウインターシューズ ｳｲﾝﾀ- ｼﾕ-ｽﾞ ウインターシューズ
550985 レイン　シューズ ﾚｲﾝ ｼﾕ-ｽﾞ レイン　シューズ
550986 スポーツシューズ ｽﾎﾟ-ﾂ ｼﾕ-ｽﾞ スポーツシューズ
550989 その他靴 ｿﾉﾀ ｸﾂ その他靴
5510 その他の靴 ｿﾉﾀ ｸﾂ その他の靴
551090 付属品 ﾌｿﾞｸﾋﾝ 付属品
551091 ルームシューズ ﾙ-ﾑ ｼﾕ-ｽﾞ ルームシューズ
551092 スリッパ ｽﾘﾂﾊﾟ スリッパ
551093 下駄　草履 ｹﾞﾀ ｿﾞ-ﾘ 下駄　草履
551094 安全靴 ｱﾝｾﾞﾝ ｸﾞﾂ 安全靴
551095 作業靴　地下足袋 ｻｷﾞﾖｳｸﾞﾂ ｼﾞｶﾀﾋ 作業靴　地下足袋
551096 スポーツ専用 ｽﾎﾟ-ﾂ ｾﾝﾖｳ スポーツ専用
551097 ビーチサンダル・フィッティング ﾋﾞ-ﾁｻﾝﾀﾞﾙ,ﾌｲﾂﾃ ビーチサンダル・フィッティン
551099 その他靴 ｿﾉﾀ ｸﾂ その他靴
56 スポーツ用品 ｽﾎﾟ-ﾂﾖｳﾋﾝ スポーツ用品
5601 野球 ﾔｷﾕｳ 野球
560101 野球　バッグ・ケース ﾔｷﾕｳﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ 野球　バッグ・ケース
560103 野球　ボール ﾔｷﾕｳﾎﾞｰﾙ 野球　ボール
560105 野球　グラブ ﾔｷﾕｳｸﾞﾗﾌﾞ 野球　グラブ
560106 野球　手袋 ﾔｷﾕｳﾃﾌﾞｸﾛ 野球　手袋
560107 野球　バット ﾔｷﾕｳﾊﾞﾂﾄ 野球　バット
560109 野球　防具 ﾔｷﾕｳﾎﾞｳｸﾞ 野球　防具
560145 野球　その他グッズ ﾔｷﾕｳｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ 野球　その他グッズ
560147 野球　シューズ ﾔｷﾕｳｼﾕｰｽﾞ 野球　シューズ
560148 野球　シューズアクセサリー ﾔｷﾕｳｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻﾘ 野球　シューズアクセサリー
560151 野球　トレーニングウェア ﾔｷﾕｳﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｴｱ 野球　トレーニングウェア
560153 野球　ウインドブレーカー ﾔｷﾕｳｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ 野球　ウインドブレーカー
560155 野球　スウエット ﾔｷﾕｳｽｳｴﾂﾄ 野球　スウエット
560157 野球　ユニフォーム ﾔｷﾕｳﾕﾆﾌｵｰﾑ 野球　ユニフォーム
560159 野球　トレーナー・Ｔシャツ ﾔｷﾕｳﾄﾚｰﾅｰ,Tｼﾔﾂ 野球　トレーナー・Ｔシャツ
560172 野球　アンダーウエア ﾔｷﾕｳｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ 野球　アンダーウエア
560188 野球　アクセサリー ﾔｷﾕｳｱｸｾｻﾘｰ 野球　アクセサリー
560189 野球　その他ウェア ﾔｷﾕｳｿﾉﾀｳｴｱ 野球　その他ウェア
560197 野球　その他 ﾔｷﾕｳｿﾉﾀ 野球　その他
5602 ソフトボール ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ソフトボール
560201 ソフトボール　バッグ・ケース ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾊﾞﾂｸﾞ,ｹ ソフトボール　バッグ・ケース
560203 ソフトボール　ボール ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ ソフトボール　ボール
560205 ソフトボール　グラブ ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾞﾗﾌﾞ ソフトボール　グラブ
560206 ソフトボール　手袋 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾃﾌﾞｸﾛ ソフトボール　手袋
560207 ソフトボール　バット ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾊﾞﾂﾄ ソフトボール　バット
560209 ソフトボール　防具 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾎﾞｳｸﾞ ソフトボール　防具
560245 ソフトボール　その他グッズ ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｿﾉﾀｸﾞﾂｽ ソフトボール　その他グッズ
560247 ソフトボール　シューズ ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｼﾕｰｽﾞ ソフトボール　シューズ
560248 ソフトボール　シューズアクセサリー ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｼﾕｰｽﾞｱｸ ソフトボール　シューズアクセ
560251 ソフトボール　トレーニングウェア ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ソフトボール　トレーニングウ
560253 ソフトボール　ウインドブレーカー ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｳｲﾝﾄﾞﾌﾞ ソフトボール　ウインドブレー
560255 ソフトボール　スウエット ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽｳｴﾂﾄ ソフトボール　スウエット
560257 ソフトボール　ユニフォーム ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾕﾆﾌｵｰﾑ ソフトボール　ユニフォーム
560259 ソフトボール　トレーナー・Ｔシャツ ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾄﾚｰﾅｰ,T ソフトボール　トレーナー・Ｔ
560272 ソフトボール　アンダーウエア ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｱﾝﾀﾞｰｳｴ ソフトボール　アンダーウエア
560288 ソフトボール　アクセサリー ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｱｸｾｻﾘｰ ソフトボール　アクセサリー
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560289 ソフトボール　その他ウェア ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｿﾉﾀｳｴｱ ソフトボール　その他ウェア
560297 ソフトボール　その他 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｿﾉﾀ ソフトボール　その他
5610 バスケットボール ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙ バスケットボール
561001 バスケットボール　バッグ・ケース ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙﾊﾞﾂｸ バスケットボール　バッグ・ケ
561003 バスケットボール　ボール ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ バスケットボール　ボール
561045 バスケットボール　その他グッズ ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙｿﾉﾀｸ バスケットボール　その他グッ
561047 バスケットボール　シューズ ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙｼﾕｰｽ バスケットボール　シューズ
561048 バスケットボール　シューズアクセサリー ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙｼﾕｰｽ バスケットボール　シューズア
561051 バスケットボール　トレーニングウェア ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙﾄﾚｰﾆ バスケットボール　トレーニン
561053 バスケットボール　ウインドブレーカー ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙｳｲﾝﾄ バスケットボール　ウインドブ
561055 バスケットボール　スウエット ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙｽｳｴﾂ バスケットボール　スウエット
561057 バスケットボール　ゲームウェア ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙｹﾞｰﾑ バスケットボール　ゲームウェ
561059 バスケットボール　トレーナー・Ｔシャツ ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙﾄﾚｰﾅ バスケットボール　トレーナー
561072 バスケットボール　アンダーウエア ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙｱﾝﾀﾞ バスケットボール　アンダーウ
561088 バスケットボール　アクセサリー ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙｱｸｾｻ バスケットボール　アクセサリ
561089 バスケットボール　その他ウェア ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙｿﾉﾀｳ バスケットボール　その他ウェ
561097 バスケットボール　その他 ﾊﾞｽｹﾂﾄﾎﾞｰﾙｿﾉﾀ バスケットボール　その他
5611 バレーボール ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ バレーボール
561101 バレーボール　バッグ・ケース ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾊﾞﾂｸﾞ, バレーボール　バッグ・ケース
561103 バレーボール　ボール ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ バレーボール　ボール
561145 バレーボール　その他グッズ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｿﾉﾀｸﾞﾂ バレーボール　その他グッズ
561147 バレーボール　シューズ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｼﾕｰｽﾞ バレーボール　シューズ
561148 バレーボール　シューズアクセサリー ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｼﾕｰｽﾞｱ バレーボール　シューズアクセ
561151 バレーボール　トレーニングウェア ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾄﾚｰﾆﾝｸ バレーボール　トレーニングウ
561153 バレーボール　ウインドブレーカー ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｳｲﾝﾄﾞﾌ バレーボール　ウインドブレー
561155 バレーボール　スウエット ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｽｳｴﾂﾄ バレーボール　スウエット
561157 バレーボール　ゲームウェア ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｹﾞｰﾑｳｴ バレーボール　ゲームウェア
561159 バレーボール　トレーナー・Ｔシャツ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾄﾚｰﾅｰ, バレーボール　トレーナー・Ｔ
561172 バレーボール　アンダーウエア ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｱﾝﾀﾞｰｳ バレーボール　アンダーウエア
561188 バレーボール　アクセサリー ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｱｸｾｻﾘｰ バレーボール　アクセサリー
561189 バレーボール　その他ウェア ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｿﾉﾀｳｴｱ バレーボール　その他ウェア
561197 バレーボール　その他 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｿﾉﾀ バレーボール　その他
5612 ラグビー ﾗｸﾞﾋﾞｰ ラグビー
561201 ラグビー　バッグ・ケース ﾗｸﾞﾋﾞｰﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰ ラグビー　バッグ・ケース
561203 ラグビー　ボール ﾗｸﾞﾋﾞｰﾎﾞｰﾙ ラグビー　ボール
561209 ラグビー　防具 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾎﾞｳｸﾞ ラグビー　防具
561245 ラグビー　その他グッズ ﾗｸﾞﾋﾞｰｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ ラグビー　その他グッズ
561247 ラグビー　シューズ ﾗｸﾞﾋﾞｰｼﾕｰｽﾞ ラグビー　シューズ
561248 ラグビー　シューズアクセサリー ﾗｸﾞﾋﾞｰｼﾕｰｽﾞｱｸｾ ラグビー　シューズアクセサリ
561251 ラグビー　トレーニングウェア ﾗｸﾞﾋﾞｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳ ラグビー　トレーニングウェア
561253 ラグビー　ウインドブレーカー ﾗｸﾞﾋﾞｰｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚ ラグビー　ウインドブレーカー
561255 ラグビー　スウエット ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｳｴﾂﾄ ラグビー　スウエット
561257 ラグビー　ゲームウェア ﾗｸﾞﾋﾞｰｹﾞｰﾑｳｴｱ ラグビー　ゲームウェア
561259 ラグビー　トレーナー・Ｔシャツ ﾗｸﾞﾋﾞｰﾄﾚｰﾅｰ,Tｼ ラグビー　トレーナー・Ｔシャ
561272 ラグビー　アンダーウエア ﾗｸﾞﾋﾞｰｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ ラグビー　アンダーウエア
561288 ラグビー　アクセサリー ﾗｸﾞﾋﾞｰｱｸｾｻﾘｰ ラグビー　アクセサリー
561289 ラグビー　その他ウェア ﾗｸﾞﾋﾞｰｿﾉﾀｳｴｱ ラグビー　その他ウェア
561297 ラグビー　その他 ﾗｸﾞﾋﾞｰｿﾉﾀ ラグビー　その他
5613 サッカー ｻﾂｶｰ サッカー
561301 サッカー　バッグ・ケース ｻﾂｶｰﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ サッカー　バッグ・ケース
561303 サッカー　ボール ｻﾂｶｰﾎﾞｰﾙ サッカー　ボール
561305 サッカー　キーパーグローブ ｻﾂｶｰｷｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰﾌ サッカー　キーパーグローブ
561309 サッカー　シンガード ｻﾂｶｰｼﾝｶﾞｰﾄﾞ サッカー　シンガード
561345 サッカー　その他グッズ ｻﾂｶｰｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ サッカー　その他グッズ
561347 サッカー　シューズ ｻﾂｶｰｼﾕｰｽﾞ サッカー　シューズ
561348 サッカー　シューズアクセサリー ｻﾂｶｰｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻﾘ サッカー　シューズアクセサリ
561351 サッカー　トレーニングウェア ｻﾂｶｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｴｱ サッカー　トレーニングウェア
561353 サッカー　ウインドブレーカー ｻﾂｶｰｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ サッカー　ウインドブレーカー
561355 サッカー　スウエット ｻﾂｶｰｽｳｴﾂﾄ サッカー　スウエット
561357 サッカー　ゲームウェア ｻﾂｶｰｹﾞｰﾑｳｴｱ サッカー　ゲームウェア
561359 サッカー　トレーナー・Ｔシャツ ｻﾂｶｰﾄﾚｰﾅｰ,Tｼﾔ サッカー　トレーナー・Ｔシャ
561372 サッカー　アンダーウエア ｻﾂｶｰｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ サッカー　アンダーウエア
561388 サッカー　アクセサリー ｻﾂｶｰｱｸｾｻﾘｰ サッカー　アクセサリー
561389 サッカー　その他ウェア ｻﾂｶｰｿﾉﾀｳｴｱ サッカー　その他ウェア
561397 サッカー　その他 ｻﾂｶｰｿﾉﾀ サッカー　その他
5614 アメリカンフットボール ｱﾒﾘｶﾝﾌﾂﾄﾎﾞｰﾙ アメリカンフットボール
561401 アメフト　バッグ・ケース ｱﾒﾌﾄﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ アメフト　バッグ・ケース
561403 アメフト　ボール ｱﾒﾌﾄﾎﾞｰﾙ アメフト　ボール
561409 アメフト　防具 ｱﾒﾌﾄﾎﾞｳｸﾞ アメフト　防具
561445 アメフト　その他グッズ ｱﾒﾌﾄｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ アメフト　その他グッズ
561447 アメフト　シューズ ｱﾒﾌﾄｼﾕｰｽﾞ アメフト　シューズ
561448 アメフト　シューズアクセサリー ｱﾒﾌﾄｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻﾘ アメフト　シューズアクセサリ
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561451 アメフト　トレーニングウェア ｱﾒﾌﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｴｱ アメフト　トレーニングウェア
561453 アメフト　ウインドブレーカー ｱﾒﾌﾄｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ アメフト　ウインドブレーカー
561455 アメフト　スウエット ｱﾒﾌﾄｽｳｴﾂﾄ アメフト　スウエット
561457 アメフト　ゲームウェア ｱﾒﾌﾄｹﾞｰﾑｳｴｱ アメフト　ゲームウェア
561459 アメフト　トレーナー・Ｔシャツ ｱﾒﾌﾄﾄﾚｰﾅｰ,Tｼﾔ アメフト　トレーナー・Ｔシャ
561472 アメフト　アンダーウエア ｱﾒﾌﾄｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ アメフト　アンダーウエア
561488 アメフト　アクセサリー ｱﾒﾌﾄｱｸｾｻﾘｰ アメフト　アクセサリー
561489 アメフト　その他ウェア ｱﾒﾌﾄｿﾉﾀｳｴｱ アメフト　その他ウェア
561497 アメフト　その他 ｱﾒﾌﾄｿﾉﾀ アメフト　その他
5615 ハンドボール ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ ハンドボール
561501 ハンドボール　バッグ・ケース ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾊﾞﾂｸﾞ, ハンドボール　バッグ・ケース
561503 ハンドボール　ボール ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ ハンドボール　ボール
561545 ハンドボール　その他グッズ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｿﾉﾀｸﾞﾂ ハンドボール　その他グッズ
561547 ハンドボール　シューズ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｼﾕｰｽﾞ ハンドボール　シューズ
561548 ハンドボール　シューズアクセサリー ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｼﾕｰｽﾞｱ ハンドボール　シューズアクセ
561551 ハンドボール　トレーニングウェア ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾄﾚｰﾆﾝｸ ハンドボール　トレーニングウ
561553 ハンドボール　ウインドブレーカー ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｳｲﾝﾄﾞﾌ ハンドボール　ウインドブレー
561555 ハンドボール　スウエット ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｽｳｴﾂﾄ ハンドボール　スウエット
561557 ハンドボール　ゲームウェア ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｹﾞｰﾑｳｴ ハンドボール　ゲームウェア
561559 ハンドボール　トレーナー・Ｔシャツ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾄﾚｰﾅｰ, ハンドボール　トレーナー・Ｔ
561572 ハンドボール　アンダーウエア ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｱﾝﾀﾞｰｳ ハンドボール　アンダーウエア
561588 ハンドボール　アクセサリー ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｱｸｾｻﾘｰ ハンドボール　アクセサリー
561589 ハンドボール　その他ウェア ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｿﾉﾀｳｴｱ ハンドボール　その他ウェア
561597 ハンドボール　その他 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｿﾉﾀ ハンドボール　その他
5616 フットサル ﾌｯﾄｻﾙ フットサル
561601 フットサル　バッグ・ケース ﾌｯﾄｻﾙﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ フットサル　バッグ・ケース
561603 フットサル　ボール ﾌｯﾄｻﾙﾎﾞｰﾙ フットサル　ボール
561605 フットサル　キーパーグローブ ﾌｯﾄｻﾙｷｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰ フットサル　キーパーグローブ
561609 フットサル　シンガード ﾌｯﾄｻﾙｼﾝｶﾞｰﾄﾞ フットサル　シンガード
561645 フットサル　その他グッズ ﾌｯﾄｻﾙｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ フットサル　その他グッズ
561647 フットサル　シューズ ﾌｯﾄｻﾙｼﾕｰｽﾞ フットサル　シューズ
561648 フットサル　シューズアクセサリー ﾌｯﾄｻﾙｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻ フットサル　シューズアクセサ
561651 フットサル　トレーニングウェア ﾌｯﾄｻﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｴ フットサル　トレーニングウェ
561653 フットサル　ウインドブレーカー ﾌｯﾄｻﾙｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰ フットサル　ウインドブレーカ
561655 フットサル　スウエット ﾌｯﾄｻﾙｽｳｴﾂﾄ フットサル　スウエット
561657 フットサル　ゲームウェア ﾌｯﾄｻﾙｹﾞｰﾑｳｴｱ フットサル　ゲームウェア
561659 フットサル　トレーナー・Ｔシャツ ﾌｯﾄｻﾙﾄﾚｰﾅｰ,Tｼﾔ フットサル　トレーナー・Ｔシ
561672 フットサル　アンダーウエア ﾌｯﾄｻﾙｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ フットサル　アンダーウエア
561688 フットサル　アクセサリー ﾌｯﾄｻﾙｱｸｾｻﾘｰ フットサル　アクセサリー
561689 フットサル　その他ウェア ﾌｯﾄｻﾙｿﾉﾀｳｴｱ フットサル　その他ウェア
561697 フットサル　その他 ﾌｯﾄｻﾙｿﾉﾀ フットサル　その他
5618 球技スポーツその他 ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀ 球技スポーツその他
561801 球技スポーツその他　バッグ・ケース ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀﾊ 球技スポーツその他　バッグ・
561803 球技スポーツその他　ボール ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀﾎ 球技スポーツその他　ボール
561806 球技スポーツその他　手袋 ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂﾃﾌﾞｸ 球技スポーツその他　手袋
561845 球技スポーツその他　その他グッズ ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀｿ 球技スポーツその他　その他グ
561847 球技スポーツその他　シューズ ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀｼ 球技スポーツその他　シューズ
561848 球技スポーツその他　シューズアクセサリー ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｼﾕｰｽ 球技スポーツその他　シューズ
561851 球技スポーツその他　トレーニングウェア ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀﾄ 球技スポーツその他　トレーニ
561853 球技スポーツその他　ウインドブレーカー ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀｳ 球技スポーツその他　ウインド
561855 球技スポーツその他　スウエット ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀｽ 球技スポーツその他　スウエッ
561857 球技スポーツその他　ゲームウェア ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀｹ 球技スポーツその他　ゲームウ
561859 球技スポーツその他　トレーナー・Ｔシャツ ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀﾄ 球技スポーツその他　トレーナ
561872 球技スポーツその他　アンダーウエア ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｱﾝﾀﾞ 球技スポーツその他　アンダー
561888 球技スポーツその他　アクセサリー ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀｱ 球技スポーツその他　アクセサ
561889 球技スポーツその他　その他ウェア ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀｿ 球技スポーツその他　その他ウ
561897 球技スポーツその他　その他 ｷﾕｳｷﾞｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀｷ 球技スポーツその他　その他
5620 フィールド・トラック（陸上） ﾌｲｰﾙﾄﾞ,ﾄﾗﾂｸ フィールド・トラック（陸上）
562001 陸上　バッグ・ケース ﾘｸｼﾞﾖｳﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰ 陸上　バッグ・ケース
562012 陸上　フィールド用品 ﾘｸｼﾞﾖｳﾌｲｰﾙﾄﾞﾖｳ 陸上　フィールド用品
562014 陸上　トラック用品 ﾘｸｼﾞﾖｳﾄﾗﾂｸﾖｳﾋﾝ 陸上　トラック用品
562045 陸上　その他グッズ ﾘｸｼﾞﾖｳｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ 陸上　その他グッズ
562047 陸上　シューズ ﾘｸｼﾞﾖｳｼﾕｰｽﾞ 陸上　シューズ
562048 陸上　シューズアクセサリー ﾘｸｼﾞﾖｳｼﾕｰｽﾞｱｸｾ 陸上　シューズアクセサリー
562051 陸上　トレーニングウェア ﾘｸｼﾞﾖｳﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳ 陸上　トレーニングウェア
562053 陸上　ウインドブレーカー ﾘｸｼﾞﾖｳｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚ 陸上　ウインドブレーカー
562055 陸上　スウエット ﾘｸｼﾞﾖｳｽｳｴﾂﾄ 陸上　スウエット
562057 陸上　ゲームウェア ﾘｸｼﾞﾖｳｹﾞｰﾑｳｴｱ 陸上　ゲームウェア
562059 陸上　トレーナー・Ｔシャツ ﾘｸｼﾞﾖｳﾄﾚｰﾅｰ,Tｼ 陸上　トレーナー・Ｔシャツ
562072 陸上　アンダーウエア ﾘｸｼﾞﾖｳｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ 陸上　アンダーウエア
562088 陸上　アクセサリー ﾘｸｼﾞﾖｳｱｸｾｻﾘｰ 陸上　アクセサリー
562089 陸上　その他ウェア ﾘｸｼﾞﾖｳｿﾉﾀｳｴｱ 陸上　その他ウェア
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562097 陸上　その他 ﾘｸｼﾞﾖｳｿﾉﾀ 陸上　その他
5621 体操（新体操含む） ﾀｲｿｳ 体操
562101 体操（新体操含む）　バッグ・ケース ﾀｲｿｳﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ 体操　バッグ・ケース
562103 体操（新体操含む）　ボール ﾀｲｿｳﾎﾞｰﾙ 体操　ボール
562109 体操（新体操含む）　防具 ﾀｲｿｳﾎﾞｳｸﾞ 体操　防具
562116 体操（新体操含む）　競技器具 ﾀｲｿｳｷﾖｳｷﾞｷｸﾞ 体操　競技器具
562145 体操（新体操含む）　その他グッズ ﾀｲｿｳｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ 体操　その他グッズ
562147 体操（新体操含む）　シューズ ﾀｲｿｳｼﾕｰｽﾞ 体操　シューズ
562148 体操（新体操含む）　シューズアクセサリー ﾀｲｿｳｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻﾘ 体操　シューズアクセサリー
562151 体操（新体操含む）　トレーニングウェア ﾀｲｿｳﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｴｱ 体操　トレーニングウェア
562153 体操（新体操含む）　ウインドブレーカー ﾀｲｿｳｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ 体操　ウインドブレーカー
562155 体操（新体操含む）　スウエット ﾀｲｿｳｽｳｴﾂ 体操　スウエット
562157 体操（新体操含む）　ゲームウェア ﾀｲｿｳｹﾞｰﾑｳｴｱ 体操　ゲームウェア
562159 体操（新体操含む）　トレーナー・Ｔシャツ ﾀｲｿｳﾄﾚｰﾅ,Tｼﾔﾂ 体操　トレーナー・Ｔシャツ
562172 体操（新体操含む）　アンダーウエア ﾀｲｿｳｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ 体操　アンダーウエア
562188 体操（新体操含む）　アクセサリー ﾀｲｿｳｱｸｾｻﾘｰ 体操　アクセサリー
562189 体操（新体操含む）　その他ウェア ﾀｲｿｳｿﾉﾀｳｴｱ 体操　その他ウェア
562197 体操（新体操含む）　その他 ﾀｲｿｳｿﾉﾀ 体操　その他
5622 水泳 ｽｲｴｲ 水泳
562201 水泳　バッグ・ケース ｽｲｴｲﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ 水泳　バッグ・ケース
562203 水泳　ボール ｽｲｴｲﾎﾞｰﾙ 水泳　ボール
562205 水泳　手袋 ｽｲｴｲﾃﾌﾞｸﾛ 水泳　手袋
562209 水泳　防具 ｽｲｴｲﾎﾞｳｸﾞ 水泳　防具
562245 水泳　その他グッズ ｽｲｴｲｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ 水泳　その他グッズ
562247 水泳　シューズ ｽｲｴｲｼﾕｰｽﾞ 水泳　シューズ
562248 水泳　シューズアクセサリー ｽｲｴｲｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻﾘ 水泳　シューズアクセサリー
562251 水泳　トレーニングウェア ｽｲｴｲﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｴｱ 水泳　トレーニングウェア
562253 水泳　ウインドブレーカー ｽｲｴｲｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ 水泳　ウインドブレーカー
562255 水泳　スウエット ｽｲｴｲｽｳｴﾂﾄ 水泳　スウエット
562257 水泳　競泳着 ｽｲｴｲｷﾖｳｴｲｷﾞ 水泳　競泳着
562258 水泳　水着（競泳着除く） ｽｲｴｲﾐｽﾞｷﾞ 水泳　水着（競泳着除く）
562259 水泳　トレーナー・Ｔシャツ ｽｲｴｲﾄﾚｰﾅｰ,Tｼﾔﾂ 水泳　トレーナー・Ｔシャツ
562272 水泳　アンダーウエア ｽｲｴｲｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ 水泳　アンダーウエア
562288 水泳　アクセサリー ｽｲｴｲｱｸｾｻﾘｰ 水泳　アクセサリー
562289 水泳　その他ウェア ｽｲｴｲｿﾉﾀｳｴｱ 水泳　その他ウェア
562297 水泳　その他 ｽｲｴｲｿﾉﾀ 水泳　その他
5630 テニス ﾃﾆｽ テニス
563001 テニス　バッグ・ケース ﾃﾆｽﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ テニス　バッグ・ケース
563003 テニス　ボール ﾃﾆｽﾎﾞｰﾙ テニス　ボール
563006 テニス　手袋 ﾃﾆｽﾃﾌﾞｸﾛ テニス　手袋
563007 テニス　ラケット ﾃﾆｽﾗｹﾂﾄ テニス　ラケット
563011 テニス　ガット ﾃﾆｽｶﾞﾂﾄ テニス　ガット
563045 テニス　その他グッズ ﾃﾆｽｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ テニス　その他グッズ
563047 テニス　シューズ ﾃﾆｽｼﾕｰｽﾞ テニス　シューズ
563048 テニス　シューズアクセサリー ﾃﾆｽｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻﾘｰ テニス　シューズアクセサリー
563051 テニス　トレーニングウェア ﾃﾆｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｴｱ テニス　トレーニングウェア
563053 テニス　ウインドブレーカー ﾃﾆｽｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ テニス　ウインドブレーカー
563055 テニス　スウエット ﾃﾆｽｽｳｴﾂﾄ テニス　スウエット
563057 テニス　ゲームウェア ﾃﾆｽｹﾞｰﾑｳｴｱ テニス　ゲームウェア
563059 テニス　トレーナー・Ｔシャツ ﾃﾆｽﾄﾚｰﾅｰ,Tｼﾔﾂ テニス　トレーナー・Ｔシャツ
563072 テニス　アンダーウエア ﾃﾆｽｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ テニス　アンダーウエア
563088 テニス　アクセサリー ﾃﾆｽｱｸｾｻﾘｰ テニス　アクセサリー
563089 テニス　その他ウェア ﾃﾆｽｿﾉﾀｳｴｱ テニス　その他ウェア
563097 テニス　その他 ﾃﾆｽｿﾉﾀ テニス　その他
5631 卓球 ﾀﾂｷﾕｳ 卓球
563101 卓球　バッグ・ケース ﾀﾂｷﾕｳﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ 卓球　バッグ・ケース
563103 卓球　ボール ﾀﾂｷﾕｳﾎﾞｰﾙ 卓球　ボール
563107 卓球　ラケット ﾀﾂｷﾕｳﾗｹﾂﾄ 卓球　ラケット
563111 卓球　ラバー ﾀﾂｷﾕｳﾗﾊﾞｰ 卓球　ラバー
563145 卓球　その他グッズ ﾀﾂｷﾕｳｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ 卓球　その他グッズ
563147 卓球　シューズ ﾀﾂｷﾕｳｼﾕｰｽﾞ 卓球　シューズ
563148 卓球　シューズアクセサリー ﾀﾂｷﾕｳｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻ 卓球　シューズアクセサリー
563151 卓球　トレーニングウェア ﾀﾂｷﾕｳﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｴ 卓球　トレーニングウェア
563153 卓球　ウインドブレーカー ﾀﾂｷﾕｳｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰ 卓球　ウインドブレーカー
563155 卓球　スウエット ﾀﾂｷﾕｳｽｳｴﾂﾄ 卓球　スウエット
563157 卓球　ゲームウェア ﾀﾂｷﾕｳｹﾞｰﾑｳｴｱ 卓球　ゲームウェア
563159 卓球　トレーナー・Ｔシャツ ﾀﾂｷﾕｳﾄﾚｰﾅｰ,Tｼﾔ 卓球　トレーナー・Ｔシャツ
563172 卓球　アンダーウエア ﾀﾂｷﾕｳｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ 卓球　アンダーウエア
563188 卓球　アクセサリー ﾀﾂｷﾕｳｱｸｾｻﾘｰ 卓球　アクセサリー
563189 卓球　その他ウェア ﾀﾂｷﾕｳｿﾉﾀｳｴｱ 卓球　その他ウェア
563197 卓球　その他 ﾀﾂｷﾕｳｿﾉﾀ 卓球　その他
5632 バドミントン ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ バドミントン
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563201 バドミントン　バッグ・ケース ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾊﾞﾂｸﾞ, バドミントン　バッグ・ケース
563203 バドミントン　シャトルコック ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｼﾔﾄﾙｺﾂ バドミントン　シャトルコック
563207 バドミントン　ラケット ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾗｹﾂﾄ バドミントン　ラケット
563211 バドミントン　ガット ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｶﾞﾂﾄ バドミントン　ガット
563245 バドミントン　その他グッズ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｿﾉﾀｸﾞﾂ バドミントン　その他グッズ
563247 バドミントン　シューズ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｼﾕｰｽﾞ バドミントン　シューズ
563248 バドミントン　シューズアクセサリー ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｼﾕｰｽﾞｱ バドミントン　シューズアクセ
563251 バドミントン　トレーニングウェア ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾄﾚｰﾆﾝｸ バドミントン　トレーニングウ
563253 バドミントン　ウインドブレーカー ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｳｲﾝﾄﾞﾌ バドミントン　ウインドブレー
563255 バドミントン　スウエット ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽｳｴﾂﾄ バドミントン　スウエット
563257 バドミントン　ゲームウェア ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｹﾞｰﾑｳｴ バドミントン　ゲームウェア
563259 バドミントン　トレーナー・Ｔシャツ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾄﾚｰﾅｰ, バドミントン　トレーナー・Ｔ
563272 バドミントン　アンダーウエア ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｱﾝﾀﾞｰｳ バドミントン　アンダーウエア
563288 バドミントン　アクセサリー ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｱｸｾｻﾘｰ バドミントン　アクセサリー
563289 バドミントン　その他ウェア ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｿﾉﾀｳｴｱ バドミントン　その他ウェア
563297 バドミントン　その他 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｿﾉﾀ バドミントン　その他
5640 ゴルフ ｺﾞﾙﾌ ゴルフ
564001 ゴルフ　バッグ・ケース ｺﾞﾙﾌﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ ゴルフ　バッグ・ケース
564003 ゴルフ　ボール ｺﾞﾙﾌﾎﾞｰﾙ ゴルフ　ボール
564006 ゴルフ　手袋 ｺﾞﾙﾌﾃﾌﾞｸﾛ ゴルフ　手袋
564013 ゴルフ　ウッドクラブ ｺﾞﾙﾌｳﾂﾄﾞｸﾗﾌﾞ ゴルフ　ウッドクラブ
564015 ゴルフ　アイアンクラブ ｺﾞﾙﾌｱｲｱﾝｸﾗﾌﾞ ゴルフ　アイアンクラブ
564017 ゴルフ　パター ｺﾞﾙﾌﾊﾟﾀｰ ゴルフ　パター
564019 ゴルフ　キャディバッグ ｺﾞﾙﾌｷﾔﾃﾞｲﾊﾞﾂｸﾞ ゴルフ　キャディバッグ
564045 ゴルフ　その他グッズ ｺﾞﾙﾌｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ ゴルフ　その他グッズ
564047 ゴルフ　シューズ ｺﾞﾙﾌｼﾕｰｽﾞ ゴルフ　シューズ
564048 ゴルフ　シューズアクセサリー ｺﾞﾙﾌｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻﾘ ゴルフ　シューズアクセサリー
564051 ゴルフ　ポロシャツ ｺﾞﾙﾌﾎﾟﾛｼﾔﾂ ゴルフ　ポロシャツ
564053 ゴルフ　ウインドブレーカー ｺﾞﾙﾌｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ ゴルフ　ウインドブレーカー
564055 ゴルフ　スウエット ｺﾞﾙﾌｽｳｴﾂﾄ ゴルフ　スウエット
564057 ゴルフ　シャツ・セーター ｺﾞﾙﾌｼﾔﾂ,ｾｰﾀｰ ゴルフ　シャツ・セーター
564059 ゴルフ　トレーナー・Ｔシャツ ｺﾞﾙﾌﾄﾚｰﾅｰ,Tｼﾔﾂ ゴルフ　トレーナー・Ｔシャツ
564060 ゴルフ　スラックス ｺﾞﾙﾌｽﾗﾂｸｽ ゴルフ　スラックス
564061 ゴルフ　スカート ｺﾞﾙﾌｽｶｰﾄ ゴルフ　スカート
564072 ゴルフ　アンダーウエア ｺﾞﾙﾌｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ ゴルフ　アンダーウエア
564088 ゴルフ　アクセサリー ｺﾞﾙﾌｱｸｾｻﾘｰ ゴルフ　アクセサリー
564089 ゴルフ　その他ウェア ｺﾞﾙﾌｿﾉﾀｳｴｱ ゴルフ　その他ウェア
564097 ゴルフ　その他 ｺﾞﾙﾌｿﾉﾀ ゴルフ　その他
5641 ホッケー ﾎﾂｹｰ ホッケー
564101 ホッケー　バッグ・ケース ﾎﾂｹｰﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ ホッケー　バッグ・ケース
564103 ホッケー　ボール ﾎﾂｹｰﾎﾞｰﾙ ホッケー　ボール
564105 ホッケー　グラブ ﾎﾂｹｰｸﾞﾗﾌﾞ ホッケー　グラブ
564107 ホッケー　ステイック ﾎﾂｹｰｽﾃｲﾂｸ ホッケー　ステイック
564109 ホッケー　防具 ﾎﾂｹｰﾎﾞｳｸﾞ ホッケー　防具
564145 ホッケー　その他グッズ ﾎﾂｹｰｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ ホッケー　その他グッズ
564147 ホッケー　シューズ ﾎﾂｹｰｼﾕｰｽﾞ ホッケー　シューズ
564148 ホッケー　シューズアクセサリー ﾎﾂｹｰｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻﾘ ホッケー　シューズアクセサリ
564151 ホッケー　トレーニングウェア ﾎﾂｹｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｴｱ ホッケー　トレーニングウェア
564153 ホッケー　ウインドブレーカー ﾎﾂｹｰｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ ホッケー　ウインドブレーカー
564155 ホッケー　スウエット ﾎﾂｹｰｽｳｴﾂﾄ ホッケー　スウエット
564157 ホッケー　ゲームウェア ﾎﾂｹｰｹﾞｰﾑｳｴｱ ホッケー　ゲームウェア
564159 ホッケー　トレーナー・Ｔシャツ ﾎﾂｹｰﾄﾚｰﾅｰ,Tｼﾔ ホッケー　トレーナー・Ｔシャ
564172 ホッケー　アンダーウエア ﾎﾂｹｰｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ ホッケー　アンダーウエア
564188 ホッケー　アクセサリー ﾎﾂｹｰｱｸｾｻﾘｰ ホッケー　アクセサリー
564189 ホッケー　その他ウェア ﾎﾂｹｰｿﾉﾀｳｴｱ ホッケー　その他ウェア
564197 ホッケー　その他 ﾎﾂｹｰｿﾉﾀ ホッケー　その他
5642 ゲートボール ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ ゲートボール
564201 ゲートボール　バッグ・ケース ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙﾊﾞﾂｸﾞ, ゲートボール　バッグ・ケース
564203 ゲートボール　ボール ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ ゲートボール　ボール
564207 ゲートボール　スティック ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙｽﾃｲﾂｸ ゲートボール　スティック
564245 ゲートボール　その他グッズ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙｿﾉﾀｸﾞﾂ ゲートボール　その他グッズ
564247 ゲートボール　シューズ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙｼﾕｰｽﾞ ゲートボール　シューズ
564248 ゲートボール　シューズアクセサリー ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙｼﾕｰｽﾞｱ ゲートボール　シューズアクセ
564251 ゲートボール　トレーニングウェア ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙﾄﾚｰﾆﾝｸ ゲートボール　トレーニングウ
564253 ゲートボール　ウインドブレーカー ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙｳｲﾝﾄﾞﾌ ゲートボール　ウインドブレー
564257 ゲートボール　ゲームウェア ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙｹﾞｰﾑｳｴ ゲートボール　ゲームウェア
564259 ゲートボール　トレーナー・Ｔシャツ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙﾄﾚｰﾅｰ, ゲートボール　トレーナー・Ｔ
564272 ゲートボール　アンダーウエア ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙｱﾝﾀﾞｰｳ ゲートボール　アンダーウエア
564288 ゲートボール　アクセサリー ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙｱｸｾｻﾘｰ ゲートボール　アクセサリー
564289 ゲートボール　その他ウェア ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙｿﾉﾀｳｴｱ ゲートボール　その他ウェア
564297 ゲートボール　その他 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙｿﾉﾀ ゲートボール　その他
5643 ラクロス ﾗｸﾛｽ ラクロス
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564301 ラクロス　バッグ・ケース ﾗｸﾛｽﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ ラクロス　バッグ・ケース
564303 ラクロス　ボール ﾗｸﾛｽﾎﾞｰﾙ ラクロス　ボール
564307 ラクロス　スティック ﾗｸﾛｽｽﾃｲﾂｸ ラクロス　スティック
564309 ラクロス　防具 ﾗｸﾛｽﾎﾞｳｸﾞ ラクロス　防具
564345 ラクロス　その他グッズ ﾗｸﾛｽｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ ラクロス　その他グッズ
564347 ラクロス　シューズ ﾗｸﾛｽｼﾕｰｽﾞ ラクロス　シューズ
564348 ラクロス　シューズアクセサリー ﾗｸﾛｽｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻﾘ ラクロス　シューズアクセサリ
564351 ラクロス　トレーニングウェア ﾗｸﾛｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｴｱ ラクロス　トレーニングウェア
564353 ラクロス　ウインドブレーカー ﾗｸﾛｽｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ ラクロス　ウインドブレーカー
564355 ラクロス　スウエット ﾗｸﾛｽｽｳｴﾂﾄ ラクロス　スウエット
564357 ラクロス　ゲームウェア ﾗｸﾛｽｹﾞｰﾑｳｴｱ ラクロス　ゲームウェア
564359 ラクロス　トレーナー・Ｔシャツ ﾗｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ,Tｼﾔ ラクロス　トレーナー・Ｔシャ
564372 ラクロス　アンダーウエア ﾗｸﾛｽｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ ラクロス　アンダーウエア
564388 ラクロス　アクセサリー ﾗｸﾛｽｱｸｾｻﾘｰ ラクロス　アクセサリー
564389 ラクロス　その他ウェア ﾗｸﾛｽｿﾉﾀｳｴｱ ラクロス　その他ウェア
564397 ラクロス　その他 ﾗｸﾛｽｿﾉﾀ ラクロス　その他
5648 クラブ競技その他 ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀ クラブ競技その他
564801 クラブ競技その他　バッグ・ケース ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀﾊﾞ クラブ競技その他　バッグ・ケ
564803 クラブ競技その他　ボール ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀﾎﾞ クラブ競技その他　ボール
564806 クラブ競技その他　手袋 ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀﾃﾌ クラブ競技その他　手袋
564807 クラブ競技その他　スティック ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀﾃｲ クラブ競技その他　スティック
564845 クラブ競技その他　その他グッズ ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀｿﾉ クラブ競技その他　その他グッ
564847 クラブ競技その他　シューズ ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀｼﾕ クラブ競技その他　シューズ
564848 クラブ競技その他　シューズアクセサリー ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀｼﾕ クラブ競技その他　シューズア
564851 クラブ競技その他　トレーニングウェア ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀﾄﾚ クラブ競技その他　トレーニン
564853 クラブ競技その他　ウインドブレーカー ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀｳｲ クラブ競技その他　ウインドブ
564855 クラブ競技その他　スウエット ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀｽｳ クラブ競技その他　スウエット
564859 クラブ競技その他　トレーナー・Ｔシャツ ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀﾄﾚ クラブ競技その他　トレーナー
564872 クラブ競技その他　アンダーウエア ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀｱﾝ クラブ競技その他　アンダーウ
564888 クラブ競技その他　アクセサリー ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀｱｸ クラブ競技その他　アクセサリ
564889 クラブ競技その他　その他ウェア ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀｿﾉ クラブ競技その他　その他ウェ
564897 クラブ競技その他　その他 ｸﾗﾌﾞｷﾖｳｷﾞｿﾉﾀｿﾉ クラブ競技その他　その他
5650 スキー ｽｷｰ スキー
565001 スキー　バッグ・ケース ｽｷｰﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ スキー　バッグ・ケース
565009 スキー　防具 ｽｷｰﾎﾞｳｸﾞ スキー　防具
565021 スキー　ポール ｽｷｰﾎﾟｰﾙ スキー　ポール
565023 スキー　締具 ｽｷｰｼﾒｸﾞ スキー　締具
565025 スキー　スキー板 ｽｷｰｽｷｰｲﾀ スキー　スキー板
565027 スキー　スキー靴 ｽｷｰｽｷｰｸﾂ スキー　スキー靴
565045 スキー　その他グッズ ｽｷｰｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ スキー　その他グッズ
565047 スキー　シューズ ｽｷｰｼﾕｰｽﾞ スキー　シューズ
565048 スキー　シューズアクセサリー ｽｷｰｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻﾘｰ スキー　シューズアクセサリー
565051 スキー　トレーニングウェア ｽｷｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｴｱ スキー　トレーニングウェア
565053 スキー　ウインドブレーカー ｽｷｰｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ スキー　ウインドブレーカー
565055 スキー　スウエット ｽｷｰｽｳｴﾂﾄ スキー　スウエット
565057 スキー　セーター ｽｷｰｾｰﾀｰ スキー　セーター
565059 スキー　トレーナー・Ｔシャツ ｽｷｰﾄﾚｰﾅｰ,Tｼﾔﾂ スキー　トレーナー・Ｔシャツ
565063 スキー　ジャケット ｽｷｰｼﾞﾔｹﾂﾄ スキー　ジャケット
565065 スキー　スーツ ｽｷｰｽｰﾂ スキー　スーツ
565067 スキー　スキーパンツ ｽｷｰｽｷｰﾊﾟﾝﾂ スキー　スキーパンツ
565072 スキー　アンダーウエア ｽｷｰｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ スキー　アンダーウエア
565088 スキー　アクセサリー ｽｷｰｱｸｾｻﾘｰ スキー　アクセサリー
565089 スキー　その他ウェア ｽｷｰｿﾉﾀｳｴｱ スキー　その他ウェア
565097 スキー　その他 ｽｷｰｿﾉﾀ スキー　その他
5651 アイススケート ｱｲｽｽｹｰﾄ アイススケート
565101 アイススケート　バッグ・ケース ｱｲｽｽｹｰﾄﾊﾞﾂｸﾞ,ｹ アイススケート　バッグ・ケー
565109 アイススケート　防具 ｱｲｽｽｹｰﾄﾎﾞｳｸﾞ アイススケート　防具
565145 アイススケート　その他グッズ ｱｲｽｽｹｰﾄｿﾉﾀｸﾞﾂｽ アイススケート　その他グッズ
565147 アイススケート　シューズ ｱｲｽｽｹｰﾄｼﾕｰｽﾞ アイススケート　シューズ
565148 アイススケート　シューズアクセサリー ｱｲｽｽｹｰﾄｼﾕｰｽﾞｱｸ アイススケート　シューズアク
565151 アイススケート　トレニングウェア ｱｲｽｽｹｰﾄﾄﾚﾆﾝｸﾞｳ アイススケート　トレニングウ
565153 アイススケート　ウインドブレーカー ｱｲｽｽｹｰﾄｳｲﾝﾄﾞﾌﾞ アイススケート　ウインドブレ
565155 アイススケート　スウエット ｱｲｽｽｹｰﾄｽｳｴﾂﾄ アイススケート　スウエット
565157 アイススケート　コスチューム ｱｲｽｽｹｰﾄｺｽﾁﾕｰﾑ アイススケート　コスチューム
565159 アイススケート　トレーナー・Ｔシャツ ｱｲｽｽｹｰﾄﾄﾚｰﾅｰ,T アイススケート　トレーナー・
565172 アイススケート　アンダーウエア ｱｲｽｽｹｰﾄｱﾝﾀﾞｰｳｴ アイススケート　アンダーウエ
565188 アイススケート　アクセサリー ｱｲｽｽｹｰﾄｱｸｾｻﾘｰ アイススケート　アクセサリー
565189 アイススケート　その他ウェア ｱｲｽｽｹｰﾄｿﾉﾀｳｴｱ アイススケート　その他ウェア
565197 アイススケート　その他 ｱｲｽｽｹｰﾄｿﾉﾀ アイススケート　その他
5652 アイスホッケー ｱｲｽﾎﾂｹｰ アイスホッケー
565201 アイスホッケー　バッグ・ケース ｱｲｽﾎﾂｹｰﾊﾞﾂｸﾞ,ｹ アイスホッケー　バッグ・ケー
565203 アイスホッケー　パック ｱｲｽﾎﾂｹｰﾊﾟﾂｸ アイスホッケー　パック
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565205 アイスホッケー　グラブ ｱｲｽﾎﾂｹｰｸﾞﾗﾌﾞ アイスホッケー　グラブ
565209 アイスホッケー　防具 ｱｲｽﾎﾂｹｰﾎﾞｳｸﾞ アイスホッケー　防具
565245 アイスホッケー　その他グッズ ｱｲｽﾎﾂｹｰｿﾉﾀｸﾞﾂｽ アイスホッケー　その他グッズ
565247 アイスホッケー　シューズ ｱｲｽﾎﾂｹｰｼﾕｰｽﾞ アイスホッケー　シューズ
565248 アイスホッケー　シューズアクセサリー ｱｲｽﾎﾂｹｰｼﾕｰｽﾞｱｸ アイスホッケー　シューズアク
565251 アイスホッケー　トレーニングウェア ｱｲｽﾎﾂｹｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ アイスホッケー　トレーニング
565253 アイスホッケー　ウインドブレーカー ｱｲｽﾎﾂｹｰｳｲﾝﾄﾞﾌﾞ アイスホッケー　ウインドブレ
565257 アイスホッケー　ゲームウェア ｱｲｽﾎﾂｹｰｹﾞｰﾑｳｴｱ アイスホッケー　ゲームウェア
565259 アイスホッケー　トレーナー・Ｔシャツ ｱｲｽﾎﾂｹｰﾄﾚｰﾅｰ,T アイスホッケー　トレーナー・
565272 アイスホッケー　アンダーウエア ｱｲｽﾎﾂｹｰｱﾝﾀﾞｰｳｴ アイスホッケー　アンダーウエ
565288 アイスホッケー　アクセサリー ｱｲｽﾎﾂｹｰｱｸｾｻﾘｰ アイスホッケー　アクセサリー
565289 アイスホッケー　その他ウェア ｱｲｽﾎﾂｹｰｿﾉﾀｳｴｱ アイスホッケー　その他ウェア
565297 アイスホッケー　その他 ｱｲｽﾎﾂｹｰｿﾉﾀ アイスホッケー　その他
5653 スノーボード ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ スノーボード
565301 スノーボード　バッグ・ケース ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞﾊﾞﾂｸﾞ, スノーボード　バッグ・ケース
565325 スノーボード　スノーボード ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽﾉｰﾎﾞｰ スノーボード　スノーボード
565345 スノーボード　その他グッズ ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｿﾉﾀｸﾞﾂ スノーボード　その他グッズ
565347 スノーボード　シューズ ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｼﾕｰｽﾞ スノーボード　シューズ
565348 スノーボード　シューズアクセサリー ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｼﾕｰｽﾞｱ スノーボード　シューズアクセ
565351 スノーボード　トレーニングウェア ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞﾄﾚｰﾆﾝｸ スノーボード　トレーニングウ
565353 スノーボード　ウインドブレーカー ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｳｲﾝﾄﾞﾌ スノーボード　ウインドブレー
565355 スノーボード　スウエット ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽｳｴﾂﾄ スノーボード　スウエット
565359 スノーボード　トレーナー・Ｔシャツ ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞﾄﾚｰﾅｰ, スノーボード　トレーナー・Ｔ
565363 スノーボード　ジャケット ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｼﾞﾔｹﾂﾄ スノーボード　ジャケット
565372 スノーボード　アンダーウエア ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｱﾝﾀﾞｰｳ スノーボード　アンダーウエア
565388 スノーボード　アクセサリー ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｱｸｾｻﾘｰ スノーボード　アクセサリー
565389 スノーボード　その他ウェア ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｿﾉﾀｳｴｱ スノーボード　その他ウェア
565397 スノーボード　その他 ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｿﾉﾀ スノーボード　その他
5658 ウインタースポーツ・その他（ウインタＳＰ ｳｲﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀ ウインタースポーツ・その他
565801 ウインターＳＰ他　バッグ・ケース ｳｲﾝﾀｰSPﾀﾊﾞﾂｸﾞ, ウインターＳＰ他　バッグ・ケ
565845 ウインターＳＰ他　その他グッズ ｳｲﾝﾀｰSPﾀｿﾉﾀｸﾞﾂ ウインターＳＰ他　その他グッ
565847 ウインターＳＰ他　シューズ ｳｲﾝﾀｰSPﾀｼﾕｰｽﾞ ウインターＳＰ他　シューズ
565848 ウインターＳＰ他　シューズアクセサリー ｳｲﾝﾀｰSPｼﾕｰｽﾞｱｸ ウインターＳＰ他　シューズア
565851 ウインターＳＰ他　トレーニングウェア ｳｲﾝﾀｰSPﾀﾄﾚｰﾆﾝｸ ウインターＳＰ他　トレーニン
565853 ウインターＳＰ他　ウインドブレーカー ｳｲﾝﾀｰSPﾀｳｲﾝﾄﾞﾌ ウインターＳＰ他　ウインドブ
565855 ウインターＳＰ他　スウエット ｳｲﾝﾀｰSPﾀｽｳｴﾂﾄ ウインターＳＰ他　スウエット
565859 ウインターＳＰ他　トレーナー・Ｔシャツ ｳｲﾝﾀｰSPﾀﾄﾚｰﾅｰ, ウインターＳＰ他　トレーナー
565872 ウインターＳＰ他　アンダーウエア ｳｲﾝﾀｰSPｱﾝﾀﾞｰｳｴ ウインターＳＰ他　アンダーウ
565888 ウインターＳＰ他　アクセサリー ｳｲﾝﾀｰSPﾀｱｸｾｻﾘ ウインターＳＰ他　アクセサリ
565889 ウインターＳＰ他　その他ウェア ｳｲﾝﾀｰSPﾀｿﾉﾀｳｴ ウインターＳＰ他　その他ウェ
565897 ウインターＳＰ他　その他 ｳｲﾝﾀｰSPﾀｿﾉﾀ ウインターＳＰ他　その他
5660 ダイビング ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ ダイビング
566029 ダイビング　マスク ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾏｽｸ ダイビング　マスク
566031 ダイビング　足ヒレ ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｱｼﾋﾚ ダイビング　足ヒレ
566033 ダイビング　タンク ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾀﾝｸ ダイビング　タンク
566034 ダイビング　レギュレーター ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾚｷﾞﾕﾚｰ ダイビング　レギュレーター
566035 ダイビング　ウエットスーツ ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｳｴﾂﾄｽｰ ダイビング　ウエットスーツ
566045 ダイビング　その他グッズ ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｿﾉﾀｸﾞﾂ ダイビング　その他グッズ
566047 ダイビング　シューズ ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞ ダイビング　シューズ
566048 ダイビング　シューズアクセサリー ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞｱ ダイビング　シューズアクセサ
566055 ダイビング　スウエット ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｽｳｴﾂﾄ ダイビング　スウエット
566058 ダイビング　水着 ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾐｽﾞｷﾞ ダイビング　水着
566059 ダイビング　トレーナー・Ｔシャツ ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ, ダイビング　トレーナー・Ｔシ
566088 ダイビング　アクセサリー ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｱｸｾｻﾘｰ ダイビング　アクセサリー
566089 ダイビング　その他ウェア ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｿﾉﾀｳｴｱ ダイビング　その他ウェア
566097 ダイビング　その他 ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｿﾉﾀ ダイビング　その他
5661 サーフ・ボードセーリング（サーフ＆ボード ｻｰﾌｲﾝ,ﾎﾞｰﾄﾞｾｰﾘ サーフ・ボードセーリング
566135 サーフ＆ボード　ウエットスーツ ｻｰﾌ&ﾎﾞｰﾄﾞｳｴﾂﾄｽ サーフ＆ボード　ウエットスー
566137 サーフ＆ボード　ボード ｻｰﾌ&ﾎﾞｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ サーフ＆ボード　ボード
566145 サーフ＆ボード　その他グッズ ｻｰﾌ&ﾎﾞｰﾄﾞｿﾉﾀｸﾞ サーフ＆ボード　その他グッズ
566147 サーフ＆ボード　シューズ ｻｰﾌ&ﾎﾞｰﾄﾞｼﾕｰｽﾞ サーフ＆ボード　シューズ
566148 サーフ＆ボード　シューズアクセサリー ｻｰﾌ&ﾎﾞｰﾄﾞｼﾕｰｽﾞ サーフ＆ボード　シューズアク
566155 サーフ＆ボード　スウエット ｻｰﾌ&ﾎﾞｰﾄﾞｽｳｴﾂﾄ サーフ＆ボード　スウエット
566158 サーフ＆ボード　水着 ｻｰﾌ&ﾎﾞｰﾄﾞﾐｽﾞｷﾞ サーフ＆ボード　水着
566159 サーフ＆ボード　トレーナー・Ｔシャツ ｻｰﾌ&ﾎﾞｰﾄﾞﾄﾚｰﾅｰ サーフ＆ボード　トレーナー・
566172 サーフ＆ボード　アンダーウエア ｻｰﾌ&ﾎﾞｰﾄﾞｱﾝﾀﾞｰ サーフ＆ボード　アンダーウエ
566188 サーフ＆ボード　アクセサリー ｻｰﾌ&ﾎﾞｰﾄﾞｱｸｾｻﾘ サーフ＆ボード　アクセサリー
566189 サーフ＆ボード　その他ウェア ｻｰﾌ&ﾎﾞｰﾄﾞｿﾉﾀｳｴ サーフ＆ボード　その他ウェア
566197 サーフ＆ボード　その他 ｻｰﾌ&ﾎﾞｰﾄﾞｿﾉﾀ サーフ＆ボード　その他
5662 ヨット・モーターボート（ヨット・Ｍボート ﾖﾂﾄ,ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ ヨット・モーターボート（ヨッ
566235 ヨット・Ｍボート　ウエットスーツ ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞｳｴﾂﾄ ヨット・Ｍボート　ウエットス
566237 ヨット・Ｍボート　艇 ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞﾃｲ ヨット・Ｍボート　艇
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566245 ヨット・Ｍボート　その他グッズ ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞｿﾉﾀｸ ヨット・Ｍボート　その他グッ
566247 ヨット・Ｍボート　シューズ ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞｼﾕｰｽ ヨット・Ｍボート　シューズ
566248 ヨット・Ｍボート　シューズアクセサリー ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞｼﾕｰｽ ヨット・Ｍボート　シューズア
566251 ヨット・Ｍボート　トレーニングウェア ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞﾄﾚｰﾆ ヨット・Ｍボート　トレーニン
566253 ヨット・Ｍボート　ウインドブレーカー ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞｳｲﾝﾄ ヨット・Ｍボート　ウインドブ
566255 ヨット・Ｍボート　スウエット ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞｽｳｴﾂ ヨット・Ｍボート　スウエット
566257 ヨット・Ｍボート　ゲームウェア ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ ヨット・Ｍボート　ゲームウェ
566259 ヨット・Ｍボート　トレーナー・Ｔシャツ ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞﾄﾚｰﾅ ヨット・Ｍボート　トレーナー
566272 ヨット・Ｍボート　アンダーウエア ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞｱﾝﾀﾞ ヨット・Ｍボート　アンダーウ
566288 ヨット・Ｍボート　アクセサリー ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞｱｸｾｻ ヨット・Ｍボート　アクセサリ
566289 ヨット・Ｍボート　その他ウェア ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞｿﾉﾀｳ ヨット・Ｍボート　その他ウェ
566297 ヨット・Ｍボート　その他 ﾖﾂﾄ,Mﾎﾞｰﾄﾞｿﾉﾀ ヨット・Ｍボート　その他
5663 カヌー・カヤック・ボート（カヌー・カヤッ ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸ,ﾎﾞｰﾄ カヌー・カヤック・ボート
566307 カヌー・カヤック　パドル・オール ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸﾊﾟﾄﾞﾙ, カヌー・カヤック　パドル・オ
566309 カヌー・カヤック　防具（セーフティギア） ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸﾎﾞｳｸﾞ( カヌー・カヤック　防具（セー
566335 カヌー・カヤック　ウエットスーツ ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸｳｴﾂﾄｽｰ カヌー・カヤック　ウエットス
566337 カヌー・カヤック　艇 ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸﾃｲ カヌー・カヤック　艇
566345 カヌー・カヤック　その他グッズ ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸｿﾉﾀｸﾞﾂ カヌー・カヤック　その他グッ
566347 カヌー・カヤック　シューズ ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸｼﾕｰｽﾞ カヌー・カヤック　シューズ
566348 カヌー・カヤック　シューズアクセサリー ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸｼﾕｰｽﾞｱ カヌー・カヤック　シューズア
566351 カヌー・カヤック　トレーニングウェア ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸﾄﾚｰﾆﾝｸ カヌー・カヤック　トレーニン
566353 カヌー・カヤック　ウインドブレーカー ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸｳｲﾝﾄﾞﾌ カヌー・カヤック　ウインドブ
566355 カヌー・カヤック　スウエット ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸｽｳｴﾂﾄ カヌー・カヤック　スウエット
566357 カヌー・カヤック　ゲームウェア ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸｹﾞｰﾑｳｴ カヌー・カヤック　ゲームウェ
566359 カヌー・カヤック　トレーナー・Ｔシャツ ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸﾄﾚｰﾅｰ, カヌー・カヤック　トレーナー
566372 カヌー・カヤック　アンダーウエア ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸｱﾝﾀﾞｰｳ カヌー・カヤック　アンダーウ
566388 カヌー・カヤック　アクセサリー ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸｱｸｾｻﾘ カヌー・カヤック　アクセサリ
566389 カヌー・カヤック　その他ウェア ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸｿﾉﾀｳｴ カヌー・カヤック　その他ウェ
566397 カヌー・カヤック　その他 ｶﾇｰ,ｶﾔﾂｸｿﾉﾀ カヌー・カヤック　その他
5668 マリンスポーツその他（マリンＳＰ他） ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀ マリンスポーツその他
566801 マリンＳＰ他　バッグ・ケース ﾏﾘﾝSPﾀﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰ マリンＳＰ他　バッグ・ケース
566845 マリンＳＰ他　その他グッズ ﾏﾘﾝSPﾀｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ マリンＳＰ他　その他グッズ
566847 マリンＳＰ他　シューズ ﾏﾘﾝSPﾀｼﾕｰｽﾞ マリンＳＰ他　シューズ
566848 マリンＳＰ他　シューズアクセサリー ﾏﾘﾝSPﾀｼﾕｰｽﾞｱｸｾ マリンＳＰ他　シューズアクセ
566851 マリンＳＰ他　トレーニングウェア ﾏﾘﾝSPﾀﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳ マリンＳＰ他　トレーニングウ
566853 マリンＳＰ他　ウインドブレーカー ﾏﾘﾝSPﾀｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚ マリンＳＰ他　ウインドブレー
566855 マリンＳＰ他　スウエット ﾏﾘﾝSPﾀｽｳｴﾂﾄ マリンＳＰ他　スウエット
566859 マリンＳＰ他　トレーナー・Ｔシャツ ﾏﾘﾝSPﾀﾄﾚｰﾅｰ,Tｼ マリンＳＰ他　トレーナー・Ｔ
566872 マリンＳＰ他　アンダーウエア ﾏﾘﾝSPﾀｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ マリンＳＰ他　アンダーウエア
566888 マリンＳＰ他　アクセサリー ﾏﾘﾝSPﾀｱｸｾｻﾘｰ マリンＳＰ他　アクセサリー
566889 マリンＳＰ他　その他ウェア ﾏﾘﾝSPﾀｿﾉﾀｳｴｱ マリンＳＰ他　その他ウェア
566897 マリンＳＰ他　その他 ﾏﾘﾝSPﾀｿﾉﾀ マリンＳＰ他　その他
5670 ボクシング ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ボクシング
567001 ボクシング　バッグ・ケース ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾊﾞﾂｸﾞ,ｹ ボクシング　バッグ・ケース
567005 ボクシング　グローブ ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｸﾞﾛｰﾌﾞ ボクシング　グローブ
567009 ボクシング　防具 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾎﾞｳｸﾞ ボクシング　防具
567045 ボクシング　その他グッズ ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｿﾉﾀｸﾞﾂｽ ボクシング　その他グッズ
567047 ボクシング　シューズ ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞ ボクシング　シューズ
567048 ボクシング　シューズアクセサリー ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞｱｸ ボクシング　シューズアクセサ
567051 ボクシング　トレーニングウェア ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ボクシング　トレーニングウェ
567053 ボクシング　ウインドブレーカー ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｳｲﾝﾄﾞﾌﾞ ボクシング　ウインドブレーカ
567055 ボクシング　スウエット ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｽｳｴﾂﾄ ボクシング　スウエット
567057 ボクシング　ガウン・パンツ ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｶﾞｳﾝ,ﾊﾟ ボクシング　ガウン・パンツ
567059 ボクシング　トレーナー・Ｔシャツ ﾎﾞｸｼﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ,T ボクシング　トレーナー・Ｔシ
567072 ボクシング　アンダーウエア ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｱﾝﾀﾞｰｳｴ ボクシング　アンダーウエア
567088 ボクシング　アクセサリー ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｱｸｾｻﾘｰ ボクシング　アクセサリー
567089 ボクシング　その他ウェア ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｿﾉﾀｳｴｱ ボクシング　その他ウェア
567097 ボクシング　その他 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｿﾉﾀ ボクシング　その他
5671 アーチェリー・弓道 ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳ アーチェリー・弓道
567101 アーチェリー・弓道　矢筒 ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳﾔ アーチェリー・弓道　矢筒
567103 アーチェリー・弓道　矢 ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳﾔ アーチェリー・弓道　矢
567107 アーチェリー・弓道　弓 ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳﾕ アーチェリー・弓道　弓
567109 アーチェリー・弓道　防具 ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳﾎ アーチェリー・弓道　防具
567145 アーチェリー・弓道　その他グッズ ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳｿ アーチェリー・弓道　その他グ
567147 アーチェリー・弓道　シューズ ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳｼ アーチェリー・弓道　シューズ
567148 アーチェリー・弓道　シューズアクセサリー ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳｼ アーチェリー・弓道　シューズ
567151 アーチェリー・弓道　トレーニングウェア ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳﾄ アーチェリー・弓道　トレーニ
567153 アーチェリー・弓道　ウインドブレーカー ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳｳ アーチェリー・弓道　ウインド
567155 アーチェリー・弓道　スウエット ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳｽ アーチェリー・弓道　スウエッ
567157 アーチェリー・弓道　ゲームウェア ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳｹ アーチェリー・弓道　ゲームウ
567159 アーチェリー・弓道　トレーナー・Ｔシャツ ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳﾄ アーチェリー・弓道　トレーナ
567172 アーチェリー・弓道　アンダーウエア ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳｱ アーチェリー・弓道　アンダー
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567188 アーチェリー・弓道　アクセサリー ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳｱ アーチェリー・弓道　アクセサ
567189 アーチェリー・弓道　その他ウェア ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳｿ アーチェリー・弓道　その他ウ
567197 アーチェリー・弓道　その他 ｱｰﾁｴﾘｰ,ｷﾕｳﾄﾞｳｿ アーチェリー・弓道　その他
5672 フェンシング ﾌｴﾝｼﾝｸﾞ フェンシング
567201 フェンシング　バッグ・ケース ﾌｴﾝｼﾝｸﾞﾊﾞﾂｸﾞ,ｹ フェンシング　バッグ・ケース
567205 フェンシング　グラブ ﾌｴﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾗﾌﾞ フェンシング　グラブ
567207 フェンシング　剣 ﾌｴﾝｼﾝｸﾞｹﾝ フェンシング　剣
567209 フェンシング　防具 ﾌｴﾝｼﾝｸﾞﾎﾞｳｸﾞ フェンシング　防具
567245 フェンシング　その他グッズ ﾌｴﾝｼﾝｸﾞｿﾉﾀｸﾞﾂｽ フェンシング　その他グッズ
567247 フェンシング　シューズ ﾌｴﾝｼﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞ フェンシング　シューズ
567248 フェンシング　シューズアクセサリー ﾌｴﾝｼﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞｱｸ フェンシング　シューズアクセ
567251 フェンシング　トレーニングウェア ﾌｴﾝｼﾝｸﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ フェンシング　トレーニングウ
567253 フェンシング　ウインドブレーカー ﾌｴﾝｼﾝｸﾞｳｲﾝﾄﾞﾌﾞ フェンシング　ウインドブレー
567257 フェンシング　ユニフォーム ﾌｴﾝｼﾝｸﾞﾕﾆﾌｵｰﾑ フェンシング　ユニフォーム
567259 フェンシング　トレーナー・Ｔシャツ ﾌｴﾝｼﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ,T フェンシング　トレーナー・Ｔ
567272 フェンシング　アンダーウエア ﾌｴﾝｼﾝｸﾞｱﾝﾀﾞｰｳｴ フェンシング　アンダーウエア
567288 フェンシング　アクセサリー ﾌｴﾝｼﾝｸﾞｱｸｾｻﾘｰ フェンシング　アクセサリー
567289 フェンシング　その他ウェア ﾌｴﾝｼﾝｸﾞｿﾉﾀｳｴｱ フェンシング　その他ウェア
567297 フェンシング　その他 ﾌｴﾝｼﾝｸﾞｿﾉﾀ フェンシング　その他
5673 レスリング・すもう ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳ レスリング・すもう
567301 レスリング・すもう　バッグ・ケース ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳﾊﾞﾂｸ レスリング・すもう　バッグ・
567345 レスリング・すもう　その他グッズ ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳｿﾉﾀｸ レスリング・すもう　その他グ
567347 レスリング・すもう　シューズ ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳｼﾕｰｽ レスリング・すもう　シューズ
567348 レスリング・すもう　シューズアクセサリー ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳｼﾕｰｽ レスリング・すもう　シューズ
567351 レスリング・すもう　トレーニングウェア ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳﾄﾚｰﾆ レスリング・すもう　トレーニ
567353 レスリング・すもう　ウインドブレーカー ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳｳｲﾝﾄ レスリング・すもう　ウインド
567355 レスリング・すもう　スウエット ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳｽｳｴﾂ レスリング・すもう　スウエッ
567357 レスリング・すもう　ユニフォーム・まわし ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳﾕﾆﾌｵ レスリング・すもう　ユニフォ
567359 レスリング・すもう　トレーナー・Ｔシャツ ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳﾄﾚｰﾅ レスリング・すもう　トレーナ
567372 レスリング・すもう　アンダーウエア ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳｱﾝﾀﾞ レスリング・すもう　アンダー
567388 レスリング・すもう　アクセサリー ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳｱｸｾｻ レスリング・すもう　アクセサ
567389 レスリング・すもう　その他ウェア ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳｿﾉﾀｳ レスリング・すもう　その他ウ
567397 レスリング・すもう　その他 ﾚｽﾘﾝｸﾞ,ｽﾓｳｿﾉﾀ レスリング・すもう　その他
5674 柔道・空手 ｼﾞﾕｳﾄﾞｳ,ｶﾗﾃ 柔道・空手
567401 柔道・空手　バッグ・ケース ｼﾞﾕｳﾄﾞｳ,ｶﾗﾃﾊﾞﾂ 柔道・空手　バッグ・ケース
567409 柔道・空手　防具 ｼﾞﾕｳﾄﾞｳ,ｶﾗﾃﾎﾞｳ 柔道・空手　防具
567445 柔道・空手　その他グッズ ｼﾞﾕｳﾄﾞｳ,ｶﾗﾃｿﾉﾀ 柔道・空手　その他グッズ
567451 柔道・空手　トレーニングウェア ｼﾞﾕｳﾄﾞｳ,ｶﾗﾃﾄﾚｰ 柔道・空手　トレーニングウェ
567453 柔道・空手　ウインドブレーカー ｼﾞﾕｳﾄﾞｳ,ｶﾗﾃｳｲﾝ 柔道・空手　ウインドブレーカ
567457 柔道・空手　柔道衣・空手衣 ｼﾞﾕｳﾄﾞｳ,ｶﾗﾃｼﾞﾕ 柔道・空手　柔道衣・空手衣
567472 柔道・空手　アンダーウエア ｼﾞﾕｳﾄﾞｳ,ｶﾗﾃｱﾝﾀ 柔道・空手　アンダーウエア
567488 柔道・空手　アクセサリー ｼﾞﾕｳﾄﾞｳ,ｶﾗﾃｱｸｾ 柔道・空手　アクセサリー
567489 柔道・空手　その他ウェア ｼﾞﾕｳﾄﾞｳ,ｶﾗﾃｿﾉﾀ 柔道・空手　その他ウェア
567497 柔道・空手　その他 ｼﾞﾕｳﾄﾞｳ,ｶﾗﾃｿﾉﾀ 柔道・空手　その他
5675 剣道・なぎなた ｹﾝﾄﾞｳ,ﾅｷﾞﾅﾀ 剣道・なぎなた
567501 剣道・なぎなた　バッグ・ケース ｹﾝﾄﾞｳ,ﾅｷﾞﾅﾀﾊﾞﾂ 剣道・なぎなた　バッグ・ケー
567507 剣道・なぎなた　竹刀・なぎなた ｹﾝﾄﾞｳ,ﾅｷﾞﾅﾀｼﾅｲ 剣道・なぎなた　竹刀・なぎな
567509 剣道・なぎなた　防具 ｹﾝﾄﾞｳ,ﾅｷﾞﾅﾀﾎﾞｳ 剣道・なぎなた　防具
567545 剣道・なぎなた　その他グッズ ｹﾝﾄﾞｳ,ﾅｷﾞﾅﾀｿﾉﾀ 剣道・なぎなた　その他グッズ
567551 剣道・なぎなた　トレーニングウェア ｹﾝﾄﾞｳ,ﾅｷﾞﾅﾀﾄﾚｰ 剣道・なぎなた　トレーニング
567553 剣道・なぎなた　ウインドブレーカー ｹﾝﾄﾞｳ,ﾅｷﾞﾅﾀｳｲﾝ 剣道・なぎなた　ウインドブレ
567557 剣道・なぎなた　剣道衣・なぎなた衣 ｹﾝﾄﾞｳ,ﾅｷﾞﾅﾀｹﾝﾄ 剣道・なぎなた　剣道衣・なぎ
567572 剣道・なぎなた　アンダーウエア ｹﾝﾄﾞｳ,ﾅｷﾞﾅﾀｱﾝﾀ 剣道・なぎなた　アンダーウエ
567588 剣道・なぎなた　アクセサリー ｹﾝﾄﾞｳ,ﾅｷﾞﾅﾀｱｸｾ 剣道・なぎなた　アクセサリー
567589 剣道・なぎなた　その他ウェア ｹﾝﾄﾞｳ,ﾅｷﾞﾅﾀｿﾉﾀ 剣道・なぎなた　その他ウェア
567597 剣道・なぎなた　その他 ｹﾝﾄﾞｳ,ﾅｷﾞﾅﾀｿﾉﾀ 剣道・なぎなた　その他
5676 射撃 ｼﾔｹﾞｷ 射撃
567601 射撃　バッグ・ケース ｼﾔｹﾞｷﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ 射撃　バッグ・ケース
567603 射撃　弾丸・クレー ｼﾔｹﾞｷﾀﾞﾝｶﾞﾝ,ｸﾚ 射撃　弾丸・クレー
567606 射撃　手袋 ｼﾔｹﾞｷﾃﾌﾞｸﾛ 射撃　手袋
567609 射撃　防具 ｼﾔｹﾞｷﾎﾞｳｸﾞ 射撃　防具
567639 射撃　銃 ｼﾔｹﾞｷｼﾞﾕｳ 射撃　銃
567645 射撃　その他グッズ ｼﾔｹﾞｷｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ 射撃　その他グッズ
567647 射撃　シューズ ｼﾔｹﾞｷｼﾕｰｽﾞ 射撃　シューズ
567648 射撃　シューズアクセサリー ｼﾔｹﾞｷｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻ 射撃　シューズアクセサリー
567651 射撃　トレーニングウェア ｼﾔｹﾞｷﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｴ 射撃　トレーニングウェア
567653 射撃　ウインドブレーカー ｼﾔｹﾞｷｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰ 射撃　ウインドブレーカー
567655 射撃　スウエット ｼﾔｹﾞｷｽｳｴﾂﾄ 射撃　スウエット
567657 射撃　ゲームウェア ｼﾔｹﾞｷｹﾞｰﾑｳｴｱ 射撃　ゲームウェア
567659 射撃　トレーナー・Ｔシャツ ｼﾔｹﾞｷﾄﾚｰﾅｰ,Tｼﾔ 射撃　トレーナー・Ｔシャツ
567672 射撃　アンダーウエア ｼﾔｹﾞｷｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ 射撃　アンダーウエア
567688 射撃　アクセサリー ｼﾔｹﾞｷｱｸｾｻﾘｰ 射撃　アクセサリー
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567689 射撃　その他ウェア ｼﾔｹﾞｷｿﾉﾀｳｴｱ 射撃　その他ウェア
567697 射撃　その他 ｼﾔｹﾞｷｿﾉﾀ 射撃　その他
5677 乗馬・馬術 ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂ 乗馬・馬術
567701 乗馬・馬術　バッグ・ケース ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂﾊ 乗馬・馬術　バッグ・ケース
567707 乗馬・馬術　ベン ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂﾍ 乗馬・馬術　ベン
567709 乗馬・馬術　防具 ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂﾎ 乗馬・馬術　防具
567741 乗馬・馬術　引手・鞍 ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂﾋ 乗馬・馬術　引手・鞍
567745 乗馬・馬術　その他グッズ ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂｿ 乗馬・馬術　その他グッズ
567747 乗馬・馬術　シューズ ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂｼ 乗馬・馬術　シューズ
567748 乗馬・馬術　シューズアクセサリー ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂｼ 乗馬・馬術　シューズアクセサ
567751 乗馬・馬術　シャツ ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂｼ 乗馬・馬術　シャツ
567753 乗馬・馬術　ブラウス ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂﾌ 乗馬・馬術　ブラウス
567757 乗馬・馬術　乗馬服 ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂｼ 乗馬・馬術　乗馬服
567772 乗馬・馬術　アンダーウエア ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂｱ 乗馬・馬術　アンダーウエア
567788 乗馬・馬術　アクセサリー ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂｱ 乗馬・馬術　アクセサリー
567789 乗馬・馬術　その他ウェア ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂｿ 乗馬・馬術　その他ウェア
567797 乗馬・馬術　その他 ｼﾞﾖｳﾊﾞ,ﾊﾞｼﾞﾕﾂｿ 乗馬・馬術　その他
5678 武道その他 ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀ 武道その他
567801 武道その他　バッグ・ケース ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀﾊﾞﾂｸﾞ, 武道その他　バッグ・ケース
567807 武道その他　武道刀 ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀﾌﾞﾄﾞｳｶ 武道その他　武道刀
567809 武道その他　防具 ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀﾎﾞｳｸﾞ 武道その他　防具
567845 武道その他　その他グッズ ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀｿﾉﾀｸﾞﾂ 武道その他　その他グッズ
567847 武道その他　シューズ ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀｼﾕｰｽﾞ 武道その他　シューズ
567848 武道その他　シューズアクセサリー ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀｼﾕｰｽﾞｱ 武道その他　シューズアクセサ
567851 武道その他　トレーニングウェア ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀﾄﾚｰﾆﾝｸ 武道その他　トレーニングウェ
567853 武道その他　ウインドブレーカー ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀｳｲﾝﾄﾞﾌ 武道その他　ウインドブレーカ
567855 武道その他　スウエット ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀｽｳｴﾂﾄ 武道その他　スウエット
567857 武道その他　武道衣 ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀﾌﾞﾄﾞｳｷ 武道その他　武道衣
567859 武道その他　トレーナー・Ｔシャツ ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀﾄﾚｰﾅｰ, 武道その他　トレーナー・Ｔシ
567872 武道その他　アンダーウエア ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀｱﾝﾀﾞｰｳ 武道その他　アンダーウエア
567888 武道その他　アクセサリー ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀｱｸｾｻﾘｰ 武道その他　アクセサリー
567889 武道その他　その他ウェア ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀｿﾉﾀｳｴｱ 武道その他　その他ウェア
567897 武道その他　その他 ﾌﾞﾄﾞｳｿﾉﾀｿﾉﾀ 武道その他　その他
5680 登山・ハイキング・キャンプ（登山・キャン ﾄｻﾞﾝ,ﾊｲｷﾝｸﾞ,ｷﾔ 登山・ハイキング・キャンプ
568001 登山・キャンプ　ザック ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟｻﾞﾂｸ 登山・キャンプ　ザック
568009 登山・キャンプ　防具 ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟﾎﾞｳｸ 登山・キャンプ　防具
568042 登山・キャンプ　調理具 ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟﾁﾖｳﾘ 登山・キャンプ　調理具
568043 登山・キャンプ　シュラフ ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟｼﾕﾗﾌ 登山・キャンプ　シュラフ
568044 登山・キャンプ　テント・シート ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟﾃﾝﾄ, 登山・キャンプ　テント・シー
568045 登山・キャンプ　その他グッズ ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟｿﾉﾀｸ 登山・キャンプ　その他グッズ
568047 登山・キャンプ　シューズ ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟｼﾕｰｽ 登山・キャンプ　シューズ
568048 登山・キャンプ　シューズアクセサリー ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟｼﾕｰｽ 登山・キャンプ　シューズアク
568051 登山・キャンプ　トレーニングウェア ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟﾄﾚｰﾆ 登山・キャンプ　トレーニング
568053 登山・キャンプ　ウインドブレーカー ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟｳｲﾝﾄ 登山・キャンプ　ウインドブレ
568057 登山・キャンプ　セーター ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟｾｰﾀｰ 登山・キャンプ　セーター
568069 登山・キャンプ　防寒着 ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟﾎﾞｳｶ 登山・キャンプ　防寒着
568071 登山・キャンプ　ニッカーパンツ ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟﾆﾂｶｰ 登山・キャンプ　ニッカーパン
568072 登山・キャンプ　アンダーウエア ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟｱﾝﾀﾞ 登山・キャンプ　アンダーウエ
568088 登山・キャンプ　アクセサリー ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟｱｸｾｻ 登山・キャンプ　アクセサリー
568089 登山・キャンプ　その他ウェア ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟｿﾉﾀｳ 登山・キャンプ　その他ウェア
568097 登山・キャンプ　その他 ﾄｻﾞﾝ,ｷﾔﾝﾌﾟｿﾉﾀ 登山・キャンプ　その他
5681 フイッシング ﾌｲﾂｼﾝｸﾞ フイッシング
568101 釣り竿（カーボンロッド） ﾂﾘｻｵ(ｶｰﾎﾞﾝﾛﾂﾄﾞ 釣り竿（カーボンロッド）
568102 釣り竿（ﾌｪﾉｰﾙ、新素材） ﾂﾘｻｵ(ﾌｴﾉｰﾙ,ｼﾝｿ 釣り竿（ﾌｪﾉｰﾙ、新素材）
568104 釣用リール ﾂﾘﾖｳﾘｰﾙ 釣用リール
568111 釣糸 ﾂﾘｲﾄ 釣糸
568112 釣針 ﾂﾘﾊﾘ 釣針
568113 仕掛・毛針・擬似餌 ｼｶｹ,ｹﾊﾘ,ｷﾞｼﾞｴ 仕掛・毛針・擬似餌
568114 ウキ ｳｷ ウキ
568121 釣餌 ﾂﾘｴｻ 釣餌
568131 ルアー ﾙｱｰ ルアー
568132 フライ ﾌﾗｲ フライ
568141 フイッシングウェア ﾌｲﾂｼﾝｸﾞｳｴｱ フイッシングウェア
568142 釣用履物・身の回り品 ﾂﾘﾖｳﾊｷﾓﾉ,ﾐﾉﾏﾜﾘ 釣用履物・身の回り品
568151 釣用バッグ・ケース類 ﾂﾘﾖｳﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽﾙ 釣用バッグ・ケース類
568152 釣用クーラー ﾂﾘﾖｳｸｰﾗｰ 釣用クーラー
568153 釣用照明器具 ﾂﾘﾖｳｼﾖｳﾒｲｷｸﾞ 釣用照明器具
568154 仕掛部材 ｼｶｹﾌﾞｻﾞｲ 仕掛部材
568155 釣用工具・器具 ﾂﾘﾖｳｺｳｸﾞ,ｷｸﾞ 釣用工具・器具
568156 釣用加工・補修部材 ﾂﾘﾖｳｶｺｳ,ﾎｼﾕｳﾌﾞ 釣用加工・補修部材
568157 フィッシング　その他 ﾌｲﾂｼﾝｸﾞｿﾉﾀ フィッシング　その他
5682 サイクリング ｻｲｸﾘﾝｸﾞ サイクリング
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568201 サイクリング　バッグ・ケース ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾊﾞﾂｸﾞ,ｹ サイクリング　バッグ・ケース
568206 サイクリング　手袋 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾃﾌﾞｸﾛ サイクリング　手袋
568240 サイクリング　自転車 ｻｲｸﾘﾝｸﾞｼﾞﾃﾝｼﾔ サイクリング　自転車
568245 サイクリング　その他グッズ ｻｲｸﾘﾝｸﾞｿﾉﾀｸﾞﾂｽ サイクリング　その他グッズ
568247 サイクリング　シューズ ｻｲｸﾘﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞ サイクリング　シューズ
568248 サイクリング　シューズアクセサリー ｻｲｸﾘﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞｱｸ サイクリング　シューズアクセ
568251 サイクリング　トレーニングウェア ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ サイクリング　トレーニングウ
568253 サイクリング　ウインドブレーカー ｻｲｸﾘﾝｸﾞｳｲﾝﾄﾞﾌﾞ サイクリング　ウインドブレー
568255 サイクリング　スウエット ｻｲｸﾘﾝｸﾞｽｳｴﾂﾄ サイクリング　スウエット
568257 サイクリング　ゲームウェア ｻｲｸﾘﾝｸﾞｹﾞｰﾑｳｴｱ サイクリング　ゲームウェア
568259 サイクリング　トレーナー・Ｔシャツ ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ,T サイクリング　トレーナー・Ｔ
568272 サイクリング　アンダーウエア ｻｲｸﾘﾝｸﾞｱﾝﾀﾞｰｳｴ サイクリング　アンダーウエア
568288 サイクリング　アクセサリー ｻｲｸﾘﾝｸﾞｱｸｾｻﾘｰ サイクリング　アクセサリー
568289 サイクリング　その他ウェア ｻｲｸﾘﾝｸﾞｿﾉﾀｳｴｱ サイクリング　その他ウェア
568297 サイクリング　その他 ｻｲｸﾘﾝｸﾞｿﾉﾀ サイクリング　その他
5683 トライアスロン ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ トライアスロン
568301 トライアスロン　バッグ・ケース ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾊﾞﾂｸﾞ,ｹ トライアスロン　バッグ・ケー
568306 トライアスロン　手袋 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾃﾌﾞｸﾛ トライアスロン　手袋
568340 トライアスロン　自転車 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｼﾞﾃﾝｼﾔ トライアスロン　自転車
568345 トライアスロン　その他グッズ ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｿﾉﾀｸﾞﾂｽ トライアスロン　その他グッズ
568347 トライアスロン　シューズ ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｼﾕｰｽﾞ トライアスロン　シューズ
568348 トライアスロン　シューズアクセサリー ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｼﾕｰｽﾞｱｸ トライアスロン　シューズアク
568351 トライアスロン　トレーニングウェア ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ トライアスロン　トレーニング
568353 トライアスロン　ウインドブレーカー ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｳｲﾝﾄﾞﾌﾞ トライアスロン　ウインドブレ
568357 トライアスロン　ゲームウェア ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｹﾞｰﾑｳｴｱ トライアスロン　ゲームウェア
568359 トライアスロン　トレーナー・Ｔシャツ ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾚｰﾅｰ,Tｼ トライアスロン　トレーナー・
568372 トライアスロン　アンダーウエア ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱﾝﾀﾞｰｳｴ トライアスロン　アンダーウエ
568388 トライアスロン　アクセサリー ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｱｸｾｻﾘｰ トライアスロン　アクセサリー
568389 トライアスロン　その他ウェア ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｿﾉﾀｳｴｱ トライアスロン　その他ウェア
568397 トライアスロン　その他 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｿﾉﾀ トライアスロン　その他
5688 レジャースポーツその他（レジャーＳＰ他） ﾚｼﾞﾔｰｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀ レジャースポーツその他
568801 レジャーＳＰ他　バッグ・ケース ﾚｼﾞﾔｰSPﾀﾊﾞﾂｸﾞ, レジャーＳＰ他　バッグ・ケー
568845 レジャーＳＰ他　その他グッズ ﾚｼﾞﾔｰSPﾀｿﾉﾀｸﾞﾂ レジャーＳＰ他　その他グッズ
568847 レジャーＳＰ他　シューズ ﾚｼﾞﾔｰSPﾀｼﾕｰｽﾞ レジャーＳＰ他　シューズ
568848 レジャーＳＰ他　シューズアクセサリー ﾚｼﾞﾔｰSPﾀｼﾕｰｽﾞｱ レジャーＳＰ他　シューズアク
568851 レジャーＳＰ他　トレーニングウェア ﾚｼﾞﾔｰSPﾀﾄﾚｰﾆﾝｸ レジャーＳＰ他　トレーニング
568853 レジャーＳＰ他　ウインドブレーカー ﾚｼﾞﾔｰSPﾀｳｲﾝﾄﾞﾌ レジャーＳＰ他　ウインドブレ
568857 レジャーＳＰ他　ゲームウェア ﾚｼﾞﾔｰSPﾀｹﾞｰﾑｳｴ レジャーＳＰ他　ゲームウェア
568859 レジャーＳＰ他　トレーナー・Ｔシャツ ﾚｼﾞﾔｰSPﾀﾄﾚｰﾅｰ, レジャーＳＰ他　トレーナー・
568872 レジャーＳＰ他　アンダーウエア ﾚｼﾞﾔｰSPﾀｱﾝﾀﾞｰｳ レジャーＳＰ他　アンダーウエ
568888 レジャーＳＰ他　アクセサリー ﾚｼﾞﾔｰSPﾀｱｸｾｻﾘｰ レジャーＳＰ他　アクセサリー
568889 レジャーＳＰ他　その他ウェア ﾚｼﾞﾔｰSPﾀｿﾉﾀｳｴｱ レジャーＳＰ他　その他ウェア
568897 レジャーＳＰ他　その他 ﾚｼﾞﾔｰSPﾀｿﾉﾀ レジャーＳＰ他　その他
5690 ジョギング ｼﾞﾖｷﾞﾝｸﾞ ジョギング
569001 ジョギング　バッグ・ケース ｼﾞﾖｷﾞﾝｸﾞﾊﾞﾂｸﾞ, ジョギング　バッグ・ケース
569045 ジョギング　その他グッズ ｼﾞﾖｷﾞﾝｸﾞｿﾉﾀｸ ジョギング　その他グッズ
569047 ジョギング　シューズ ｼﾞﾖｷﾞﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞ ジョギング　シューズ
569048 ジョギング　シューズアクセサリー ｼﾞﾖｷﾞﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞｱ ジョギング　シューズアクセサ
569051 ジョギング　トレーニングウェア ｼﾞﾖｷﾞﾝｸﾞﾄﾚｰﾆﾝｸ ジョギング　トレーニングウェ
569053 ジョギング　ウインドブレーカー ｼﾞﾖｷﾞﾝｸﾞｳｲﾝﾄﾞﾌ ジョギング　ウインドブレーカ
569055 ジョギング　スウエット ｼﾞﾖｷﾞﾝｸﾞｽｳｴﾂﾄ ジョギング　スウエット
569059 ジョギング　トレーナー・Ｔシャツ ｼﾞﾖｷﾞﾝｸﾞﾄﾚｰﾅ,T ジョギング　トレーナー・Ｔシ
569072 ジョギング　アンダーウエア ｼﾞﾖｷﾞﾝｸﾞｱﾝﾀﾞｰｳ ジョギング　アンダーウエア
569088 ジョギング　アクセサリー ｼﾞﾖｷﾞﾝｸﾞｱｸｾｻﾘｰ ジョギング　アクセサリー
569089 ジョギング　その他ウェア ｼﾞﾖｷﾞﾝｸﾞｿﾉﾀｳｴｱ ジョギング　その他ウェア
569097 ジョギング　その他 ｼﾞﾖｷﾞﾝｸﾞｿﾉﾀ ジョギング　その他
5691 トレーニング ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ トレーニング
569101 トレーニング　バッグ・ケース ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾞﾂｸﾞ,ｹ トレーニング　バッグ・ケース
569145 トレーニング　その他グッズ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｿﾉﾀｸﾞﾂｽ トレーニング　その他グッズ
569147 トレーニング　シューズ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞ トレーニング　シューズ
569148 トレーニング　シューズアクセサリー ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞｱｸ トレーニング　シューズアクセ
569151 トレーニング　トレーニングウェア ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ トレーニング　トレーニングウ
569153 トレーニング　ウインドブレーカー ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｲﾝﾄﾞﾌﾞ トレーニング　ウインドブレー
569155 トレーニング　スウエット ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｳｴﾂﾄ トレーニング　スウエット
569157 トレーニング　ゲームウェア ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｹﾞｰﾑｳｴｱ トレーニング　ゲームウェア
569159 トレーニング　トレーナー・Ｔシャツ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ,T トレーニング　トレーナー・Ｔ
569172 トレーニング　アンダーウエア ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｱﾝﾀﾞｰｳｴ トレーニング　アンダーウエア
569188 トレーニング　アクセサリー ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｱｸｾｻﾘｰ トレーニング　アクセサリー
569189 トレーニング　その他ウェア ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｿﾉﾀｳｴｱ トレーニング　その他ウェア
569197 トレーニング　その他 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｿﾉﾀ トレーニング　その他
5692 フィットネス ﾌｲﾂﾄﾈｽ フィットネス
569201 フィットネス　バッグ・ケース ﾌｲﾂﾄﾈｽﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰ フィットネス　バッグ・ケース
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569245 フィットネス　その他グッズ ﾌｲﾂﾄﾈｽｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ フィットネス　その他グッズ
569247 フィットネス　シューズ ﾌｲﾂﾄﾈｽｼﾕｰｽﾞ フィットネス　シューズ
569248 フィットネス　シューズアクセサリー ﾌｲﾂﾄﾈｽｼﾕｰｽﾞｱｸｾ フィットネス　シューズアクセ
569251 フィットネス　トレーニングウェア ﾌｲﾂﾄﾈｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳ フィットネス　トレーニングウ
569253 フィットネス　ウインドブレーカー ﾌｲﾂﾄﾈｽｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚ フィットネス　ウインドブレー
569255 フィットネス　スウエット ﾌｲﾂﾄﾈｽｽｳｴﾂﾄ フィットネス　スウエット
569257 フィットネス　ゲームウェア ﾌｲﾂﾄﾈｽｹﾞｰﾑｳｴｱ フィットネス　ゲームウェア
569259 フィットネス　トレーナー・Ｔシャツ ﾌｲﾂﾄﾈｽﾄﾚｰﾅｰ,Tｼ フィットネス　トレーナー・Ｔ
569272 フィットネス　アンダーウエア ﾌｲﾂﾄﾈｽｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ フィットネス　アンダーウエア
569288 フィットネス　アクセサリー ﾌｲﾂﾄﾈｽｱｸｾｻﾘｰ フィットネス　アクセサリー
569289 フィットネス　その他ウェア ﾌｲﾂﾄﾈｽｿﾉﾀｳｴｱ フィットネス　その他ウェア
569297 フィットネス　その他 ﾌｲﾂﾄﾈｽｿﾉﾀ フィットネス　その他
5693 ウォーキング ｳｵｰｷﾝｸﾞ ウォーキング
569301 ウォーキング　バッグ・ケース ｳｵｰｷﾝｸﾞﾊﾞﾂｸﾞ,ｹ ウォーキング　バッグ・ケース
569345 ウォーキング　その他グッズ ｳｵｰｷﾝｸﾞｿﾉﾀｸﾞﾂｽ ウォーキング　その他グッズ
569347 ウォーキング　シューズ ｳｵｰｷﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞ ウォーキング　シューズ
569348 ウォーキング　シューズアクセサリー ｳｵｰｷﾝｸﾞｼﾕｰｽﾞｱｸ ウォーキング　シューズアクセ
569351 ウォーキング　トレーニングウェア ｳｵｰｷﾝｸﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ウォーキング　トレーニングウ
569353 ウォーキング　ウインドブレーカー ｳｵｰｷﾝｸﾞｳｲﾝﾄﾞﾌﾞ ウォーキング　ウインドブレー
569355 ウォーキング　スウエット ｳｵｰｷﾝｸﾞｽｳｴﾂﾄ ウォーキング　スウエット
569359 ウォーキング　トレーナー・Ｔシャツ ｳｵｰｷﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ,T ウォーキング　トレーナー・Ｔ
569372 ウォーキング　アンダーウエア ｳｵｰｷﾝｸﾞｱﾝﾀﾞｰｳｴ ウォーキング　アンダーウエア
569388 ウォーキング　アクセサリー ｳｵｰｷﾝｸﾞｱｸｾｻﾘｰ ウォーキング　アクセサリー
569389 ウォーキング　その他ウェア ｳｵｰｷﾝｸﾞｿﾉﾀｳｴｱ ウォーキング　その他ウェア
569397 ウォーキング　その他 ｳｵｰｷﾝｸﾞｿﾉﾀ ウォーキング　その他
5694 スポーツカジュアル ｽﾎﾟｰﾂｶｼﾞﾕｱﾙ スポーツカジュアル
569401 スポーツカジュアル　バッグ・ケース ｽﾎﾟｰﾂｶｼﾞﾕｱﾙﾊﾞﾂ スポーツカジュアル　バッグ・
569445 スポーツカジュアル　その他グッズ ｽﾎﾟｰﾂｶｼﾞﾕｱﾙｿﾉﾀ スポーツカジュアル　その他グ
569447 スポーツカジュアル　シューズ ｽﾎﾟｰﾂｶｼﾞﾕｱﾙｼﾕｰ スポーツカジュアル　シューズ
569448 スポーツカジュアル　シューズアクセサリー ｽﾎﾟｰﾂｶｼﾞﾕｱﾙｼﾕｰ スポーツカジュアル　シューズ
569451 スポーツカジュアル　トレーニングウェア ｽﾎﾟｰﾂｶｼﾞﾕｱﾙﾄﾚｰ スポーツカジュアル　トレーニ
569453 スポーツカジュアル　ウインドブレーカー ｽﾎﾟｰﾂｶｼﾞﾕｱﾙｳｲﾝ スポーツカジュアル　ウインド
569455 スポーツカジュアル　スウエット ｽﾎﾟｰﾂｶｼﾞﾕｱﾙｽｳｴ スポーツカジュアル　スウエッ
569459 スポーツカジュアル　トレーナー・Ｔシャツ ｽﾎﾟｰﾂｶｼﾞﾕｱﾙﾄﾚｰ スポーツカジュアル　トレーナ
569472 スポーツカジュアル　アンダーウエア ｽﾎﾟｰﾂｶｼﾞﾕｱﾙｱﾝﾀ スポーツカジュアル　アンダー
569488 スポーツカジュアル　アクセサリー ｽﾎﾟｰﾂｶｼﾞﾕｱﾙｱｸｾ スポーツカジュアル　アクセサ
569489 スポーツカジュアル　その他ウェア ｽﾎﾟｰﾂｶｼﾞﾕｱﾙｿﾉﾀ スポーツカジュアル　その他ウ
569497 スポーツカジュアル　その他 ｽﾎﾟｰﾂｶｼﾞﾕｱﾙｿﾉﾀ スポーツカジュアル　その他
5695 スクール（学校体育） ｽｸｰﾙ(ｶﾞﾂｺｳﾀｲｲｸ スクール（学校体育）
569501 スクール（学校体育）　バッグ・ケース ｽｸｰﾙﾊﾞﾂｸﾞ,ｹｰｽ スクール（学校体育）　バッグ
569545 スクール（学校体育）　その他グッズ ｽｸｰﾙｿﾉﾀｸﾞﾂｽﾞ スクール（学校体育）　その他
569547 スクール（学校体育）　シューズ ｽｸｰﾙｼﾕｰｽﾞ スクール（学校体育）　シュー
569548 スクール（学校体育）　シューズアクセサリ ｽｸｰﾙｼﾕｰｽﾞｱｸｾｻﾘ スクール（学校体育）　シュー
569551 スクール（学校体育）　トレーニングウェア ｽｸｰﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｴｱ スクール（学校体育）　トレー
569553 スクール（学校体育）　ウインドブレーカー ｽｸｰﾙｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ スクール（学校体育）　ウイン
569555 スクール（学校体育）　スウエット ｽｸｰﾙｽｳｴﾂﾄ スクール（学校体育）　スウエ
569559 スクール（学校体育）　トレーナー・Ｔシャ ｽｸｰﾙﾄﾚｰﾅｰ,Tｼﾔﾂ スクール（学校体育）　トレー
569572 スクール（学校体育）　アンダーウエア ｽｸｰﾙｱﾝﾀﾞｰｳｴｱ スクール（学校体育）　アンダ
569588 スクール（学校体育）　アクセサリー ｽｸｰﾙｱｸｾｻﾘｰ スクール（学校体育）　アクセ
569589 スクール（学校体育）　その他ウェア ｽｸｰﾙｿﾉﾀｳｴｱ スクール（学校体育）　その他
569597 スクール（学校体育）　その他 ｽｸｰﾙｿﾉﾀ スクール（学校体育）　その他
5696 キッズ・インファント ｷﾂｽﾞ,ｲﾝﾌｱﾝﾄ キッズ・インファント
569601 キッズ・インファント　バッグ・ケース ｷﾂｽﾞ,ｲﾝﾌｱﾝﾄﾊﾞﾂ キッズ・インファント　バッグ
569645 キッズ・インファント　その他グッズ ｷﾂｽﾞ,ｲﾝﾌｱﾝﾄｿﾉﾀ キッズ・インファント　その他
569647 キッズ・インファント　シューズ ｷﾂｽﾞ,ｲﾝﾌｱﾝﾄｼﾕｰ キッズ・インファント　シュー
569648 キッズ・インファント　シューズアクセサリ ｷﾂｽﾞ,ｲﾝﾌｱﾝﾄｼﾕｰ キッズ・インファント　シュー
569651 キッズ・インファント　トレーニングウェア ｷﾂｽﾞ,ｲﾝﾌｱﾝﾄﾄﾚｰ キッズ・インファント　トレー
569653 キッズ・インファント　ウインドブレーカー ｷﾂｽﾞ,ｲﾝﾌｱﾝﾄｳｲﾝ キッズ・インファント　ウイン
569655 キッズ・インファント　スウエット ｷﾂｽﾞ,ｲﾝﾌｱﾝﾄｽｳｴ キッズ・インファント　スウエ
569659 キッズ・インファント　トレーナー・Ｔシャ ｷﾂｽﾞ,ｲﾝﾌｱﾝﾄﾄﾚｰ キッズ・インファント　トレー
569672 キッズ・インファント　アンダーウエア ｷﾂｽﾞ,ｲﾝﾌｱﾝﾄｱﾝﾀ キッズ・インファント　アンダ
569688 キッズ・インファント　アクセサリー ｷﾂｽﾞ,ｲﾝﾌｱﾝﾄｱｸｾ キッズ・インファント　アクセ
569689 キッズ・インファント　その他ウェア ｷﾂｽﾞ,ｲﾝﾌｱﾝﾄｿﾉﾀ キッズ・インファント　その他
569697 キッズ・インファント　その他 ｷﾂｽﾞ,ｲﾝﾌｱﾝﾄｿﾉﾀ キッズ・インファント　その他
5698 その他スポーツ ｿﾉﾀｽﾎﾟｰﾂ その他スポーツ
569801 その他スポーツ　バッグ・ケース ｿﾉﾀｽﾎﾟｰﾂﾊﾞﾂｸﾞ, その他スポーツ　バッグ・ケー
569845 その他スポーツ　その他グッズ ｿﾉﾀｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀｸﾞﾂ その他スポーツ　その他グッズ
569847 その他スポーツ　シューズ ｿﾉﾀｽﾎﾟｰﾂｼﾕｰｽﾞ その他スポーツ　シューズ
569848 その他スポーツ　シューズアクセサリー ｿﾉﾀｽﾎﾟｰﾂｼﾕｰｽﾞｱ その他スポーツ　シューズアク
569851 その他スポーツ　トレーニングウェア ｿﾉﾀｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾆﾝｸ その他スポーツ　トレーニング
569853 その他スポーツ　ウインドブレーカー ｿﾉﾀｽﾎﾟｰﾂｳｲﾝﾄﾞﾌ その他スポーツ　ウインドブレ
569855 その他スポーツ　スウエット ｿﾉﾀｽﾎﾟｰﾂｽｳｴﾂﾄ その他スポーツ　スウエット
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569859 その他スポーツ　トレーナー・Ｔシャツ ｿﾉﾀｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰ, その他スポーツ　トレーナー・
569872 その他スポーツ　アンダーウエア ｿﾉﾀｽﾎﾟｰﾂｱﾝﾀﾞｰｳ その他スポーツ　アンダーウエ
569888 その他スポーツ　アクセサリー ｿﾉﾀｽﾎﾟｰﾂｱｸｾｻﾘｰ その他スポーツ　アクセサリー
569889 その他スポーツ　その他ウェア ｿﾉﾀｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀｳｴｱ その他スポーツ　その他ウェア
569897 その他スポーツ　その他 ｿﾉﾀｽﾎﾟｰﾂｿﾉﾀ その他スポーツ　その他
59 その他衣料・身の回り品 ｿﾉﾀｲﾘﾖｳ,ﾐﾉﾏﾜﾘﾋ その他衣料・身の回り品
9 その他商品 ｿﾉﾀｼﾖｳﾋﾝ その他商品
99 その他商品 ｿﾉﾀｼﾖｳﾋﾝ その他商品
9901 その他輸入商品 ｿﾉﾀﾕﾆﾕｳｼﾖｳﾋﾝ その他輸入商品
990199 その他輸入商品不明 ｿﾉﾀﾕﾆﾕｳｼﾖｳﾋﾝﾌﾒ その他輸入商品不明
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