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1. はじめに 

 アジア諸外国へ現物投資及び物品を輸出する際の輸入規制に関し、投資企業、輸出企業

等から当協会に問い合せが多く寄せられており、これら情報を総合的に閲覧できるデータ

ベースの整備が望まれているところである。 

 本事業は、当協会の有する情報及び知見に基づき、海外への現物投資及び輸出を行う企

業に対し、アジア諸外国の輸入規制に関する基礎データを利用しやすい形に編集し、提供

することを目的とし、以って、投資企業及び輸出企業の円滑な活動の促進、 国間貿易の促

進に寄与することとする。 

 

2. 調査の内容 

 諸外国(アジア)への現物投資、物品輸入等の貿易業務に係る輸入規制に関するデータを

文献調査、現地調査等により収集・調査した結果を総合的に一覧できる形にデータベース

化し、当協会のホームページ、ガイドブック等を通じて上記関係者の利用に供するもので

ある。 

 

3. 調査の対象 

 調査は以下のスケジュールにより実施する。 

 平成 23年度： タイ 

 平成 24年度： インドネシア 

 平成 25年度： インド 

 平成 26年度： ベトナム 

 平成 27年度： 中国 

 調査の対象は、投資及び輸出の状況により変更及び追加の可能性があり、また、各国規

制の改変状況を踏まえて、データベースの見直しを適時行うとともに 6年度以降も調査を

継続することとする。 

 

 平成 24年度は、調査対象国をインドネシアとし、日本から多く輸出される品目のうち、

以下を調査の対象とした。 

 

① 輸入業者認定等 

② 繊維製品 

③ 陶器 

④ タイヤ 

⑤ 板ガラス 

⑥ 鉄鋼材料・製品 

⑦ リサイクル原料 

⑧ 中古設備及び中古特殊車両 
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4. 調査の方法 

① 文献調査(インターネットを含む。) 

② 国内関係者ヒアリング 

③ 現地調査（インドネシア関連機関ヒアリングによる。) 

 

5. 調査の結果 

5-1 輸入業者認定等 

5-1-1 輸入業者認定番号（API） 

 インドネシアにおいては、個人貨物、贈与、見本品等を輸入する場合を除き、商業省管

轄の輸入業者認定番号（API）を取得した業者のみが輸入を実施できる。輸入業者認定番号

（API）は、その認定対象業者の業種により API_U或いは API_Pの何れかの認定番号を取

得することになり、API_Uと API_Pが重複して発行されることはない。 

 

API_U 

◆ 一般輸入業者認定番号 

◆ 輸入できる品目は「関税率表－1のセクション内品目」である 

◆ 認定番号発行はインドネシア投資調整庁（BKPM）である 

API_P 

◆ 製造輸入業者認定番号 

◆ 生産工程を支える資本財、原材料、補助材、及び材料を自社使用のため 

に輸入するためだけの認定である 

◆ API_P取得者が生産開始前にマーケティング目的に事業許可に則した 

工業製品を輸入することは可能である 

◆認定番号発行はインドネシア商業省である 

 

5-1-2  通関基本番号（NIK）、特別輸入業者登録番号（NPIK） 

  輸入業者は財務省関税総局に登録して通関基本番号(NIK)、特定品目の輸入については特

別輸入業者登録番号(NPIK)を取得しなければならない。 

 

NIK 
◆ 12ヶ月間継続して輸入活動を行わなかった場合、NIKは凍結される 

◆ 但し、輸入活動があったことを証明できた場合は解除される 

NPIK 

◆ 有効期間は 5年間 

◆ 毎月の特定輸入品の実績について翌月 15日までに輸入局長への報告が

義務付けられる 

◆ 期限までの報告を 2回怠ると NPIKは凍結される 
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【特定品目】（商工省貿易総局 No.5/DJPLN/2002） 

(1)  とうもろこし 

(2) 米 

(3) 小麦 

(4) 砂糖 

(5) 繊維及び繊維製品（79品目） 

(6) 履物（5品種） 

(7) 電気製品及びコンポーネント（20品目） 

(8) 玩具（8種類） 

 

5-1-3 製造輸入業者認定（IP）,輸入業者認定（IT） 

 特定の品目（繊維製品、鉄鋼材料及び製品等）については、API、NIKに加えて製造輸入

業者認定（IP）或いは輸入業者認定（IT）を受けなければならない。 

 

IP ◆ 自己使用のために輸入活動を行う場合 

IT ◆ 他者への販売/譲渡のために輸入活動を行う場合 

 

  また、製造輸入業者認定（IP）及び輸入業者認定（IT）を受ける際に必要な書類を表 1.

に記す。 

 

  
Non-B3 

waste 
Iron/Steel 

Certain 

Products 
Textile 

API-P or API-U ○ ○ ○ ○ 

Company Registration Number (TDP) ○ ○ ○ - 

Tax Payer Code Number (NPWP) ○ ○ ○ ○ 

Business License (SIUP) ○ ○ - ○ 

Industrial License (IUI) ○ ○ - ○ 

Special Importer's Identification Number(NPIK) - - ○ ○ 

Customs Identification Number (NIK) ○ ○ ○ ○ 

Import plan (RIB) - - ○ - 

Recommendations of Technical Judgment ○ ○ - ○ 

表 1. IP/IT 必要書類 
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5-1-4 インドネシア国家規格（SNI: Standard National Indonesia）の基本遵守 

SNI基準遵守が義務付けされた製品については、輸入業者にも SNI証使用製品証明

（SPPT-SNI）の取得、該当全製品に SNI証或いは SPPT-SNIを付すことが義務付けされてい

る。SPPT-SNIは国家認証委員会（KAN）が認定した製品認証機関（LSPro）が試験や監査

を通じて発行される。 

  SNI基本遵守が義務付けられる製品は、その HS Codeと規格番号（SNI NO.）が政府発行

の各公文書により指定される。但し、公文書により指定された HS Codeにて対象となる製

品である場合においても、その指定規格内容の定義からは外れる製品も存在し、その場合

は、インドネシア管轄省庁に「除外要望レター」を提出し、「除外認定レター」を受取らな

ければならない。 

 

 

 

5-2 繊維製品（TEXTILE PRODUCTS） 

 インドネシアに繊維製品を輸入する場合、対象となる繊維製品は輸出国において船積前

検査を実施しなければならない。 

5-2-1 規制対象 

 規制の対象となる繊維製品表（No.23/M-DAG/PER/6/2009）を表 2に記す。 

表 2. <23/M/DAG/PER/6/2009> 

No. HS Code 品名 船積前検査対象外 

1 52.08～52.11 綿織物   

2 52.12 
その他の綿織物   

重量が 1 平方メートルにつき 200 グラム以下のもの
  

3 54.07 
合成繊維の長繊維の糸の織物（第 54.04 項の材料

の織物を含む） 

5407.20.00.00        

5407.91.00.00 

4 55.12～55.14 合成繊維の短繊維の全重量が 85%以上の織物 

5512.21.00.00 

5512.12.00.00 

5513.13.00.00 

5513.19.00.00 

5513.21.00.00 

SNI基本遵守品目 HS CODEで指定 SNI NO. 

HS Codeでは対象だが、 

各SNI規格定義からは 

外れる製品 

除外要望 レター

インドネシア

管轄省庁 

除外認定 レター
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No. HS Code 品名 船積前検査対象外 

4 55.12～55.14 合成繊維の短繊維の全重量が 85%以上の織物 

5513.23.00.00 

5514.11.00.00 

5514.12.00.00 

5514.21.00.00 

5514.22.00.00 

5514.23.00.00 

5514.29.00.00 

5514.30.00.00 

5 55.15 
合成繊維の短繊維のその他の織物   

ポリエステルの短繊維のもの 
  

6 55.16 

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物      

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重

量の 85%以上のもの 

  

7 58.01 
パイル織物及びシェニ-ル織物（第 58.06 項の織物

類を除く） 
  

8 60.01 

パイル編物（ロングパイル編物及びテリー編物を含

むとし、メリヤス編みまたはクロセ編みのものに限

る） 

  

9 60.05 

たてメリヤス編物（ガルーンメリヤス機により編んだ

ものを含むとし、第 60.01 項から第 60.04 項までのも

のを除く 

  

10 60.06 その他のメリヤス編物及びクロセ編物   

11 50.07 絹織物   

12 51.11 
紡毛織物（羊毛製又は繊獣毛盛のものに限る。羊

毛又は繊獣毛の重量が全重量の 85%以上のもの 
  

13 51.12 

梳毛織物（羊毛製又は繊獣毛製のものに限る     

羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の 85%以上のも

の 

  

14 51.13 毛織物（粗獣毛製又は馬毛製のものに限る   

15 53.09 
亜麻織物   亜麻の重量が全重量の 85%以上の

もの 
  

16 53.10 
第 53.03 項のジュートその他の紡織用靭皮繊維の

織物 
  

17 53.11 
その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織

物 
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No. HS Code 品名 船積前検査対象外 

18 57.01～57.05 その他の紡織用繊維のカーペット及び床用敷物   

19 58.02 

テリータオル地その他のテリー織物（第 58.06 項の

細幅織物類を除く）及びタフテッド織物類（第 57.03

項の物品を除く） 

  

20 58.04 

チュールその他の編物（織ったもの及びメリヤス編

み又はクロセ編みのものを除く）及びレース（レース

地及びモチーフに限るものとし、第 60.02 項から第

60.06 項までの編物を除く 

  

21 58.05 

ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、

ボーべ織りその他これらに類する手織りのつづれ

織物及びプチポワン、クロスステッチ等を使用して

手針によるつづれ織り風にした織物（製品にしたも

のであるかないかを問わない） 

  

22 58.06 

細幅織物（第 58.07 項の物品を除く）及び接着剤に

より接着したたて糸のみから成る細幅織物類（ボル

ダック） 

5806.31.10.00        

5806.32.90.00 

23 58.07 

紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに

類する物品（反物状又はストリップ上のもの及び特

定の形状又は大きさに切ったものに限るものとし、

刺繍したものを除く 

  

24 58.08 

組ひも及び装飾用トリミング（そのままの特定の用

途に供しないものに限るものとし、装飾用トリミング

にあっては、刺繍したもの及びメリヤス編み又クロセ

編みのものを除く）並びにタッセル、ポンポンその

他これらに類する製品 

5808.90.10.00 

25 58.09 

金属糸又は第 56.05 項の金属を交えた糸の織物

（衣類、室内用品その他これらに類する物品に使

用する種類のものに限るとし、他の項に該当するも

のを除く） 

  

26 58.10 刺繍布（モチーフを含む）   

27 58.11 

縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層

と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティン

グした物品（第 58.10 項の刺繍布を除く） 
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No. HS Code 品名 船積前検査対象外 

28 59.01 

書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類

の紡織用の繊維の織物類でガム又はでん粉質の

物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カン

バス及びハットファンデーション用バックラムその他

これらに類する硬化紡織用繊維の織物類 

 

29 59.02 

タイヤコードファブリック（ナイロンその他のポリアミ

ド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの強力糸の

ものに限る） 

5902.10.10.00 

5902.10.90.00 

5902.20.20.00 

5902.20.90.00 

30 59.03 

紡織用繊維の織物類（プラスチックを染み込ませ、

塗布し、被覆し又は積層したものに限るものとし、

第 59.02 項のものを除く） 

5903.10.10.00        

5903.20.10.00 

31 59.07 

その他の紡織用繊維の織物類（染み込ませ、塗布

し又被覆したものに限る）及び劇場用又はスタジオ

用の背景幕その他これに類する物品に使用する図

案を描いた織物類 

  

32 59.11 
紡織用繊維の物品及び製品（技術的用途に供す

るもので、この類の注 7 のものに限る） 

5911.31.00.00 

5911.32.00.00 

5911.90.10.00 

5911.90.90.00 

33 61.01 

男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クロ

ーク、アノラック（スキージャケットを含む）ウィンドチ

ーター、ウィンドジャケットその他これらに類する製

品（メリヤス編みまたはクロセ編みのものに限るもの

とし、第 61.03 項のものを除く） 

  

34 61.02 

女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クロ

ーク、アノラック（スキージャケットを含む）ウインドチ

ーター、ウインドジャケットその他これらに類する製

品（メリヤス編みまたはクロセ編みのものに限るもの

とし、第 61.04 項のものを除く） 

  

35 61.03 

男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザ

ー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ

（水着を除く）（メリヤス編み又はクロセ編みのものに

限る） 
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No. HS Code 品名 船積前検査対象外 

36 61.04 

女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザ

ー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸

当てズボン、半ズボン及びショーツ（水着を除く）（メ

リヤス編み又はクロセ編みのものに限る） 

 

37 61.10 

ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストそ

の他これらに類する製品（メリヤス編みまたはクロセ

編みのものに限る）                   

羊毛製又は繊獣毛製のもの 

  

38 61.13 

衣類（第 59.03 項、第 59.06 項又は第 59.07 項のメ

リヤス編物又はクロセ編物から製品にしたものに限

る） 

  

39 61.15 

パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックス

その他の靴下類（静脈瘤症用のストッキング及び履

物として使用するもの（更に別の底を取り付けてい

ないものに限る）を含むものとし、メリアス編み又は

クロセ編みのものに限る） 

  

40 61.16 
手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編み

のものに限る） 
  

41 61.17 

その他の衣類付属品（製品にしたもので、メリヤス

編み又はクロセ編みのものに限る）及び衣類付属

品の部分品（メリヤス編み又はクロセ編みのものに

限る） 

  

42 62.01 

男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クロ

ーク、アノラック（スキージャケットを含む）ウィンドチ

ーター、ウィンドジャケットその他これらに類する製

品（第 62.03 項のものを除く）   オーバーコート、

レインコート、カーコート、ケープ、クロークその他こ

れらに類する製品 

  

43 62.02 

女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クロ

ーク、アノラック（スキージャケットを含む）ウィンドチ

ーター、ウィンドジャケットその他これらに類する製

品（第 62.04 項のものを除く）   オーバーコート、

レインコート、カーコート、ケープ、クロークその他こ

れらに類する製品 

  

44 62.11 
トラックスーツ、スキースーツ及び水着並びにその

他の衣類  水着 
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No. HS Code 品名 船積前検査対象外 

45 62.15 ネクタイ  

46 63.04 
その他の室内用品（第 94.04 項のものを除く）  ベ

ッドスプレッド 
  

47 63.05 包装に使用する種類の袋   

48 63.06 

ターポリン及び日よけ、テント、帆（ボート用、セー

ルボート用又はランドクラフト用のものに限る）並び

にキャンプ用品  ターポリン及び日よけ 

  

49 63.07 
その他のもの（ドレスパターンを含むものとし、製品

にしたものに限る） 
  

 

5-2-2 船積前検査において確認する事項 

 ① 製造国に関するデータ或いは情報 

 ② 製品仕様（スペック）と HSコード 

 ③ 品名 

 ④ 材料構成 

 ⑤ 数量 

 

5-2-3 規制対象外となる場合（HS Codeは対象） 

 ① 政府またはその他公的機関による輸入の場合 

 ② 科学研究や開発目的の場合 

 ③ ODAの場合 

 ④ 震災によって必要とされる場合 

 ⑤ サンプル（販促品）の場合 

 ⑥ その他個人輸入の場合 

 

5-2-4 船積前検査の申請先と検査実施機関 

PT.SURVEYOR INDONESIA 及び PT.SUCOFINDO (PERSERO)が指定検査機関とされてい

るが、船積前検査申請はインドネシア輸入者が KSO SCISI（PT.SURVEYOR INDONESIA と

PT.SUCOFINDO (PERSERO)の合資会社）に行うことになる。 

日本国内においては、KSO SCISIが指定している SGSの日本代理店であるセイフティテ

ック株式会社（神戸市中央区）が実際に検査を実施する。 

 

5-2-5 輸出及び船積前検査の流れ 

対象製品の売買契約成立後、輸入者より KSO SCISIへ船積前検査申請が行われ、セーフ

ティテック株式会社が船積前代行検査実施、検査終了後に KSO SCISI が輸入者へ証明書

（LS…Laporan Surveyers）を発行する。 
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対象製品がインドネシアに到着し、現地にて通関を行う際にこの証明書（LS）を提出す

る事となる。 

 

5-3 特定製品（CERTAIN PRODUCTS） 

インドネシアに特定製品を輸入する場合、対象となる製品は輸出国において船積前検査

を実施しなければならない。 

【特定製品】 

 ・食品 

 ・飲料製品 

 ・衣服 

 ・靴 

 ・電気製品 

 ・玩具 

 ・ハーブ製品 

 ・化粧品 

 

5-3-1 規制対象 

 規制の対象となる特定製品表（No.57/M-DAG/PER/12/2010）を表 3に記す。 

表 3. <57/M/DAG/PER/12/2010> 

No. HS Code 品名 

1 1601.00.11 ソーセージその他これに類する物品（肉、くず肉又は血から製造した

ものに限る）及びこれらの物品をもととした調製食料品  

  1601.00.19   

  1601.00.90   

2   その他の調整をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、及び血 

  1602.10.10.00  均整調製品 

  1602.10.90.00   

  1602.20.00.00  動物の肝臓のもの 

  1602.31.00.00  七面鳥のもの 

  1602.32.10.00  鶏（ガルルス・ドメスティクス）のもの 

  1602.32.90.00   

  1602.39.00.00 その他のもの 

  1602.41.00.00 豚のもの もも肉及びこれを分割したもの 

  1602.41.90.00   

  1602.42.10.00        肩肉及びこれを分割したもの 

  1602.42.90.00   

  1602.49.11.00 その他のもの（混合物を含む） 

  1602.49.19.00   
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No. HS Code 品名 

 1602.49.91.00  

  1602.49.99.00   

  1602.50.00.00 牛のもの 

  1602.90.10.00 その他のもの（動物の血の調製品を含む） 

  1602.90.90.00   

3 
1603.00.10.00 

肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエ

キス及びジュース 

  1603.00.20.00   

  1603.00.30.00   

  1603.00.90.00   

  
  

魚（調製し又は保存に適する処理をしたものに限る）、キャビア及び魚

卵から調製した 

    キャビア代用物 

  
  

魚（全形のもの及び断片状のものに限るとし、細かく切り刻んだものを

除く） 

4 1604.11.10.00 さけ 

  1604.11.90.00   

  1604.12.10.00 にしん 

  1604.12.90.00   

  1604.13.11.00 いわし 

  1604.13.19.00   

  1604.13.91.00   

  1604.13.99.00   

  1604.14.10.00 まぐろ、はがつお（サルダ属のもの）及びかつお 

  1604.14.90.00   

  1604.15.10.00 さば 

  1604.15.90.00   

  1604.16.10.00 かたくちいわし 

  1604.16.90.00   

  1604.19.20.00 その他のもの 

  1604.19.30.00   

  1604.19.90.00   

  1604.20.11.00 その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 

  1604.20.19.00   

  1604.20.21.00   

  1604.20.29.00   

  1604.20.91.00   
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No. HS Code 品名 

 1604.20.99.00  

  1604.30.10.00 キャビア及びその代用物 

  1604.30.90.00   

5 
  

甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物（調製し又は保存に

適する処理 

    をしたものに限る） 

  1605.10.10.00 かに 

  1605.10.90.00   

  1605.20.11.00 シュリンプ及びプローン 

  1605.20.19.00   

  1605.20.91.00   

  1605.20.99.00   

  1605.30.00.00 ロブスター 

  1605.40.10.00 その他の甲殻類 

  1605.40.90.00   

  1605.90.10.00 その他のもの 

  1605.90.90.00   

6 
  

砂糖菓子（ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないもの

に限る） 

  1704.10.00.00  チューインガム（砂糖で覆ってあるかないかを問わない） 

  1704.90.10.00  その他のもの 

  1704.90.20.00   

  1704.90.90.00   

7   チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 

  1806.10.00.00  ココア粉（砂糖その他の甘味料を加えたものに限る） 

  

1806.20.10.00 

 その他の調製品（塊状、板状又は棒状のもので、その重量が 2 キロ

グラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他のこれら

に類する形状のもので、正味重量が 2 キログラムを超える容器入り又

は直接包したものに限る） 

  1806.20.90.00   

  1806.31.10.00  詰物をしたもの 

  1806.31.90.00   

  1806.32.10.00  詰物をしていないもの 

  1806.32.90.00   

  1806.90.10.00  その他のもの 

  1806.90.20.00   

  1806.90.90.00   
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No. HS Code 品名 

8 

 

麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り殻物、ミール、でん粉又は麦芽エキ

スの調製食料品（ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したコ

コアとして計算したココアの含有量が全重量の 40%未満のものに限る

とし、他の項に該当するものを除く）及び第 04.01 項から第 04.04 項ま

での物品の調製食料品（ココアを含有するものにあっては完全に脱脂

したココアとして計算ししたココアの含有量が全重量の 5%未満のもの

に限る 

  1901.10.10.00  育児用の調製品（小売用にしたものに限る） 

  1901.10.20.00   

  1901.10.30.00   

  1901.10.90.00   

  1901.20.10.00  第 19.05 項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 

  1901.20.20.00   

  1901.20.30.00   

  1901.20.40.00   

  1901.90.10.00  その他のもの 

  1901.90.20.00   

  1901.90.31.00   

  1901.90.39.00   

  1901.90.41.00   

  1901.90.49.00   

  1901.90.90.10   

  1901.90.90.90   

9 

  

スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネ

ローニその他のパスタ（加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め

又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない）及びクース

クース（調製してあるかないかを問わない） 

  1902.11.00.00   

  1902.19.20.00   

  1902.19.90.00   

  
1902.20.10.00 

 パスタ（詰物をしたものに限るとし、加熱による調理をしてあるかない

か又はその他の 

    調製をしてあるかないかを問わない） 

  1902.20.90.00   

  
1902.30.10.00 

 タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物（フレーク状、粒

状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る） 

  1902.30.20.00   
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No. HS Code 品名 

 1902.30.90.00  

  1902.40.00.00 クースクース 

10 

1904.10.00.00 

穀物または穀物産品を膨張させて又は炒って得た調製食料品（例え

ばコーンフレーク）並びに粒状又はフレーク状の穀物（とうもろこしを除

く）及びその他の加工穀物（粉、ひき割り穀物及びミールを除く）であら

かじめ加熱による調理その他の調製をしたもの（他の項に該当するも

のを除く） 

  

1904.20.00.00 

炒っていない穀物のフレークから得た調製食料品及び炒っていない

穀物のフレークと炒った穀物のフレーク又は膨張させた穀物との混合

物から得た調整食料品 

  1904.30.00.00 ブルガー小麦 

  1904.90.10.00 その他のもの 

  1904.90.90.00   

11 

  

パン、ペストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品（ココアを

含有するかしないかを問わない）及び聖さん用ウエハー、医療用に適

するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに

類する物品 

  1905.10.00.00  クリスプブレッド 

  1905.20.00.00  ジンジャーブレッドその他これに類する物品  

  1905.31.10.00  スイートビスケット 

  1905.31.20.00  

  1905.32.00.00  ワッフル及びウエハー 

  1905.40.00.00  ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 

  1905.90.10.00  その他のもの 

  1905.90.20.00  

  1905.90.30.00  

  1905.90.40.00  

  1905.90.50.00  

  1905.90.60.00  

  1905.90.70.00  

  1905.90.80.00  

  1905.90.90.00  

12 
  

調製し又は保存に適する処理をしたトマト（食酢又は酢酸により調製し

又は保存に適 

   する処理をしたものを除く） 

  ex.2002.90.10.00  その他のもの 
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No. HS Code 品名 

13 

 

ジャム、フルーツゼリー、マーマレード果実又はナットのピューレ及び

果実又はナットのペースト（加熱調理をして得られたものに限るとし、砂

糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない） 

  2007.10.00.00  均質調製果実 

  2007.91.00.00  かんきつ類の果実 

  2007.99.10.00   

  2007.99.90.00   

14 

  

果実、ナットその他の植物の食用の部分（その他の調製をし又は保存

に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はア

ルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除

く） ナット、落花生その他の種（これらを相互に混合してあるかないか

を問わない） 

  2008.11.10.00  落花生 

  2008.11.20.00   

  2008.11.90.00   

  2008.19.10.00  その他のもの（混合したものを含む） 

  2008.19.90.00   

  2008.20.00.00  パイナップル 

  2008.30.10.00  かんきつ類の果実 

  2008.30.90.00   

  2008.40.10.00  なし 

  2008.40.90.00   

  2008.50.10.00  あんず 

  2008.50.90.00   

  2008.60.10.00  さくらんぼ 

  2008.60.90.00   

  2008.70.10.00  桃（ネクタリンを含む） 

  2008.70.90.00   

  2008.80.10.00  ストロベリー 

  2008.80.90.00   

  2008.91.00.00  パームハート 

  2008.99.10.00  その他のもの 

  2008.99.20.00   

  2008.99.30.00   

  2008.99.40.00   

  2008.99.90.00   
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No. HS Code 品名 

15 

 

果実または野菜のジュース（ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ

アルコールを加えていないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料

を加えてあるかないかを問わない） 

  2009.12.00  冷凍していないもの（ブリックス値が 20 以下のものに限る） 

  2009.21.00.00  ブリックス値が 20 以下のもの 

  
  

その他のかんきつ類のか実のジュース（二以上の果実から得られたも

のを除く） 

  2009.31.00.00  ブリックス値が 20 以下のもの 

  2009.41.00.00 その他のもの  ブリックス値が 20 以下のもの 

  ex.2009.50.00.00 トマトジュース 

  2009.61.00.00  ブリックス値が 20 以下のもの 

  2009.71.00.00 りんごジュース ブリックス値が 20 以下のもの 

  
ex.2009.80.10.00 

その他の果実または野菜のジュース（二以上の果実又は野菜から得

たものを除く） 

  ex.2009.80.90.00   

  ex.2009.90.00.00 混合ジュース 

16 

  

コーヒー、茶またはマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれら

をもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びに

チコリーその他のコーヒー代用物（炒ったものに限る）並びにそのエキ

ス、エッセンス及び濃縮物 

  2101.11.10.00  エキス、エッセンス及び濃縮物 

  2101.11.90.00   

  
2101.12.00.00 

 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもと

とした調製品 

  
2101.20.10.00 

 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととし

た調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 

  2101.20.90.00   

  
2101.30.00.00 

 チコリーその他のコーヒー代用物（炒ったものに限る）並びにそのエ

キス、エッセンス及び濃縮物 

17 
  

ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール

並びに調製したマスタード 

  2103.10.00.00  醤油 

  2103.20.00.00  トマトケチャップその他のトマトソース 

  2103.30.00.00  マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード 

  2103.90.10.00  その他のもの 

  2103.90.20.00   

  2103.90.30.00   



18 

No. HS Code 品名 

 2103.90.90.00  

18 
  

スープ、ブロス、スープ用又はブロス用のの調製品及び均質混合調整

食料品 

  2104.10.10.00  スープ、ブロス、スープ用又はブロス用のの調製品 

  2104.10.90.00   

  2104.20.10.00  均質混合調製食料品 

  2104.20.90.00   

19 
2105.00.00.00 

アイスクリームその他の氷菓（ココアを含有するかしないかを問わな

い） 

20 
2201.10.00.00 

水（天然又は人口の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の

甘味料または香味料を加えたものを除く。氷及び雪。 

21 

2202.10.10.00 

水（鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香味

料を加えたものに限る。その他のアルコールを含有しない飲料（第

20.09 項の果実又は野菜のジュースを除く） 

  2202.10.90.00   

  2202.90.10.00  その他のもの 

  2202.90.20.00   

  2202.90.30.00   

  2202.90.90.00   

22 2402.10.00.00 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ（たばこを含有するものに限る） 

23 2402.20.10.00 紙巻たばこ（たばこを含有するものに限る） 

  2402.20.90.10  

  2402.20.90.90  

24 2106.90.70.00 調整食料品（他の項に該当するものを除く）   その他のもの 

25 2106.90.80.00   

26 2106.90.91.00   

27 2106.90.92.00   

28 

3301.29.11.00 

精油（コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、テル

ペンを除いてあるかないかを問わない）レジノイド、オレオレジン抽出

物、精油のコンセントレート（冷浸法または温浸法により得たもので、

油脂、ろうそくの他これらに類する物品を媒質としているものに限る）

精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油の

アキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション 

29 3301.29.91.00   

30 3301.90.10.00  その他のもの 

31 3303.00.00.00 香水類及びオーデコロン類 
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No. HS Code 品名 

32 

 

美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品（日焼止め用

又は日焼用の調製品を含むものとし、医薬品を除く）及びマニキュア

用またはペディキュア用の調製品 

  3304.10.00.00  唇のメーキャップ用の調製品 

  3304.20.00.00  眼のメーキャップ用の調製品 

  3304.30.00.00  マニキュア用またはペディキュア用の調製品 

  3304.91.00.00  パウダー（固形にしたものを含む） 

  3304.99.10.00  その他のもの 

  3304.99.20.00   

  3304.99.90.00   

33   頭髪用の調製品 

  3305.10.00.00  シャンプー 

  3305.20.00.00  パーマネント用の調製品 

  3305.30.00.00  ヘアラッカー 

  3305.90.00.00  その他のもの 

34 
  

口腔衛生用の調製品（義歯定着用のペースト及び粉を含む）及び小

売用の包装にした歯間清掃用の糸（デンタルフロス） 

  3306.10.10.00  歯磨き 

  3306.10.90.00  歯間清掃用の糸（デンタルフロス） 

  3306.90.00.00  その他のもの 

35 

  

ひげそり前用、ひげそり用またはひげそり後用の調製品、脱毛剤その

他の調製香料及び化粧品類（他の項に該当するものを除く）並びに調

製した室内防臭剤（芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有す

るか有しないかを問わない） 

  3307.10.00.00  ひげそり前用、ひげそり用またはひげそり後用の調製品 

  3307.20.00.00  身体用の防臭剤及び汗止め 

  3307.30.00.00  芳香を付けた浴用塩その他の浴用の調製品  

  3307.41.00.00  アカバティその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの 

  3307.49.10.00  その他のもの 

  3307.49.90.00   

  3307.90.30.00 その他のもの 

  3307.90.40.00   

  3307.90.90.00 
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No. HS Code 品名 

36 

 

せっけん、有機界面活性剤及びその調製品（せっけんとして使用する

もので、棒状にし、ケーキ状にしまたは成型したものに限るとし、せっ

けんを含有するかしないかを問わない）、有機界面活性剤及びその調

製品（皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用に

したものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない）

並びにせっけん又は洗浄剤をしみこませ、塗布し又は被覆した紙、ウ

ォッティング、フェルト及び不織布 

  3401.11.10.00  化粧用のもの（薬用のものを含む） 

  3401.11.20.00   

  3401.11.30.00   

  3401.11.90.00   

  3401.19.10.00  その他のもの 

  3401.19.90.00   

  3401.20.10.00 せっけん【その他の形状のもの） 

  3401.20.90.00   

  

3401.30.00.00 

 有機海面活性剤及びその調製品（皮膚の洗浄に使用するもので、

液状またはクリーム状で小売用にしたものに限るとし、せっけんを含有

するかしないかを問わない 

37   男子用のシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る） 

  6105.10.00.00  綿製のもの 

  6105.20.10.00  人口繊維製のもの 

  6105.20.20.00   

  6105.90.00.00  その他の紡織用繊維製のもの 

38 
  

女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス（メリヤス編み又はクロセ

編みのものに限る） 

  6106.10.00.00  綿製のもの 

  6106.20.00.00  人口繊維製のもの 

  6106.90.00.00  その他の紡織用繊維製のもの 

39 

  

男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスロ

ーブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品（メリヤス編み又は

クロセ編みのものに限る） 

  6107.11.00.00  綿製のもの 

  6107.12.00.00  人口繊維製のもの 

  6107.19.00.00  その他の紡織用繊維製のもの 

  6107.21.00.00 ナイトシャツ及びパジャマ   綿製のもの 

  6107.22.00.00                    人口繊維製のもの 

  6107.29.00.00                    その他の紡織用繊維製のもの 
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 6107.91.00.00 その他のもの          綿製のもの 

  6107.99.00.00                    その他の紡織用繊維製のもの 

40 

  

女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジ

ャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類す

る製品（メリヤス編み又はクロシェ編みのものに限る） 

  6108.11.00.00 スリップ及びペティコート    人口繊維製のもの 

  6108.19.30.00                    その他の紡織用繊維製のもの 

  6108.19.90.10   

  6108.19.90.90   

41 6108.21.00.00 ブリーフ及びパンティ      綿製のもの 

  6108.22.00.00                    人口繊維製のもの 

  6108.29.00.00                    その他の紡織用繊維製のもの 

42 6108.31.00.00 ナイトドレス及びパジャマ   綿製のもの 

  6108.32.00.00                    人口繊維製のもの 

  6108.39.00.00                    その他の紡織用繊維製のもの 

43 6108.91.00.00 その他のもの          綿製のもの 

  6108.92.00.00                    人口繊維製のもの 

  6108.99.00.00                    その他の紡織用繊維製のもの 

44 
  

T シャツ、シングレットその他これらに類する肌着（メリヤス編み又はク

ロセ編みのものに限る） 

  6109.10.10.00                   綿製のもの 

  6109.10.20.00                    人口繊維製のもの 

  6109.90.10.00                    その他の紡織用繊維製のもの 

  6109.90.20.00   

  6109.90.90.00   

45 
  

乳児用の衣類及び衣類付属品（メリヤス編みまたはクロセ編みのもの

に限る） 

  6111.20.00.00  綿製のもの 

  6111.30.00.00  合成維製のもの 

  6111.90.00.00  その他の紡織用繊維製のもの 

46 
  

トラックスーツ、スキースーツ及び水着（メリヤス編みまたはクロセ編み

のものに限る） 

  6112.11.00.00  トラックスーツ         綿製のもの 

  6112.12.00.00                   合成繊維製のもの 

  6112.19.00.00                   その他の紡織用繊維製のもの 

47 6112.31.00.00 男子用の水着         合成繊維のもの 

  6112.39.00.00                   その他の紡織用繊維製のもの 
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48 6112.41.00.00 女子用の水着         合成繊維のもの 

  6112.49.00.00                   その他の紡織用繊維製のもの 

49   その他の衣類（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る） 

  6114.20.00.00                    綿製のもの 

  6114.30.00.00                    人口繊維製のもの 

  6114.90.00.00                    その他の紡織用繊維製のもの 

50 
  

男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当て

ズボン、半ズボン及びショーツ（水着を除く） 

  6203.12.00.00                    合成繊維製のもの 

  6203.19.10.00                    その他の紡織用繊維製のもの 

  6203.19.90.10   

  6203.19.90.20   

  6203.19.90.90   

51 6203.22.00.00 アンサンブル          綿製のもの 

  6203.23.00.00                   合成繊維製のもの 

  6203.29.00.10                   その他の紡織用繊維製のもの 

  6203.29.00.20   

  6203.29.00.90   

52 6203.32.00.00 ジャケット及びブレザー   綿製のもの 

  6203.33.00.00                  合成繊維製のもの 

  6203.39.00.10                  その他の紡織用繊維製のもの 

  6203.39.00.20   

  6203.39.00.90   

53 6203.42.10.00 ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ   綿製のもの 

  6203.42.90.00                                 

  6203.43.00.00                                合成繊維製のもの 

  
6203.49.00.10 

                               その他の紡織用繊

維製のもの 

  6203.49.00.20   

  6203.49.00.90   

54 

  

女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカー

ト、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ

（水着を除く） 

  6204.12.00.00  綿製のもの 

  6204.13.00.00  合成繊維製のもの 

  6204.19.00.10  その他の紡織用繊維製のもの 

  6204.19.00.20   
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 6204.19.00.90  

  6204.22.00.00 アンサンブル          綿製のもの 

  6204.23.00.00                   合成繊維製のもの 

  6204.29.00.10                   その他の紡織用繊維製のもの 

  6204.29.00.20   

  6204.29.00.90   

55 6204.32.00.00 ジャケット及びブレザー   綿製のもの 

  6204.33.00.00                  合成繊維製のもの 

  6204.39.00.10                  その他の紡織用繊維製のもの 

  6204.39.00.20   

  6204.39.00.90   

56 6204.42.00.00 ドレス             綿製のもの 

  6204.43.00.00                  合成繊維製のもの 

  6204.44.00.00                  再生繊維又は半合成繊維製のもの 

  6204.49.00.10                  その他の紡織用繊維製のもの 

  6204.49.00.20   

  6204.49.00.90   

57 6204.52.00.00 スカート及びキュロットスカート 綿製のもの 

  6204.53.00.00                     合成繊維製のもの 

  6204.59.00.10                  その他の紡織用繊維製のもの 

  6204.59.00.20   

  6204.59.00.90   

58 6204.62.00.00 ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ  綿製のもの 

  6204.63.00.10                               合成繊維製のもの 

  6204.63.00.91   

  6204.63.00.99   

  
6204.69.00.10 

                              その他の紡織用繊維

製のもの 

  6204.69.00.20   

  6204.69.00.90   

59 6205.20.00.00 男子用のシャツ       綿製のもの 

  6205.30.00.00                  人造繊維製のもの 

  6205.90.00.10                  その他の紡織用繊維製のもの 

  6205.90.00.20   

  6205.90.00.90   

60 
6206.10.00.00 

女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス   絹（絹のくずを含む）

製のもの 
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 6206.30.00.00                                 綿製のもの 

  6206.40.00.00                                人造繊維製のもの 

  
6206.90.00.10 

                               その他の紡織用繊

維製のもの 

  6206.90.00.20   

  6206.90.00.90   

61 

  

男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブ

リーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他

これらに類する製品 

  6207.11.00.00 パンツ、ズボン下及びブリーフ   綿製のもの 

  6207.19.00.00                      その他の紡織用繊維製のもの 

62 6207.21.00.00 ナイトシャツ及びパジャマ   綿製のもの 

  6207.22.00.00                    人造繊維製のもの 

  6207.29.00.10                    その他の紡織用繊維製のもの 

  6207.29.00.90   

63 6207.91.00.00 その他のもの          綿製のもの 

  6207.99.00.00                    その他の紡織用繊維製のもの 

64 

  

女子用のシングレットその他これに類する肌着、スリップ、ペティコー

ト、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスロー

ブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品 

  6208.11.00.00 スリップ及びペティコート   人造繊維製のもの 

  6208.19.00.10                   その他の紡織用繊維製のもの 

  6208.19.00.20   

  6208.19.00.90   

65 6208.21.00.00 ナイトドレス及びパジャマ  綿製のもの 

  6208.22.00.00                   人造繊維製のもの 

  6208.29.00.10                   その他の紡織用繊維製のもの 

  6208.29.00.10   

  6208.29.00.20   

  6208.29.00.90   

66 6208.91.10.00 その他のもの         綿製のもの 

67 6208.91.90.00   

  6208.92.00.00                   人造繊維製のもの 

  6208.99.90.00                   その他の紡織用繊維製のもの 

68 6209.20.20.00 乳児用の衣類及び衣類付属品   綿製のもの 

  6209.20.90.10   

  6209.20.90.90   
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 6209.30.10.00                       合成繊維製のもの 

  6209.30.20.00   

  6209.30.30.00   

  6209.90.00.00                       その他の紡織用繊維製のもの 

69 
  

衣類（第 56.02 項、第 56.03 項、第 59.06 項、第 59.07 項の織物類から

製品にしたものに限る 

  6210.10.10.00  第 56.02 項又は第 56.03 項の織物類から成るもの 

  6210.10.90.00   

  
6210.20.10.00 

 その他の衣類（第 6201.11 号から第 6201.19 号までのものと同一種類

のものに限る 

  6210.20.90.00   

  
6210.30.10.00 

 その他の衣類（第 6202.11 号から第 6202.19 号までのものと同一種類

のものに限る 

  6210.30.90.00   

  6210.40.00.00  その他の男子用の衣類 

  6210.50.00.00  その他の女子用の衣類 

70 

  

ブラジャー、ガードル、コルセット、サスペンダー、ガーターその他これ

らに類する製品及びこれらの部分品（メリヤス編みであるかないか及

びクロシェ編みであるかないかを問わない） 

  6212.10.10.00  ブラジャー 

  6212.10.90.00   

  6212.20.10.00  ガードル及びパンティガードル 

  6212.20.90.00   

  6212.30.10.00  コースレット 

  6212.30.90.00   

  6212.90.10.00  その他のもの 

  6212.90.90.00   

71 6213.20.00.10 ハンカチ      綿製のもの 

  6213.20.00.90   

  6213.90.00.11            その他の紡織用繊維製のもの 

  6213.90.00.19   

  6213.90.00.91   

  6213.90.00.99   

72 
  

ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類

する製品 

  6214.10.00.10  絹（絹のくずを含む）製のもの 

  6214.10.00.90   
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 6214.30.00.10  合成繊維製のもの 

  6214.30.00.10   

  6214.30.00.90   

  6214.40.00.90  再生繊維又は半合成繊維製のもの 

  6214.90.00.10   

  6214.90.00.90  その他の紡織用繊維製のもの 

73 
6217.10.00.00 

その他の衣類付属品（製品にしたものに限る）及び衣類又は衣類付

属品の部分品（第 62.12 項のものを除く）   付属品 

  6217.90.00.00      部分品 

74 6301.10.00.00 毛布及びひざ掛け 

75 6301.30.00.00 ひざ掛け及び毛布（電気毛布を除く）（綿製のものに限る） 

  6301.40.00.10 ひざ掛け及び毛布（電気毛布を除く）（合成繊維製のものに限る） 

  6301.40.00.90   

  6301.90.00.10 その他の毛布及びひざ掛け 

  6301.90.00.90   

76   ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン 

  6302.10.00.00  ベッドリネン（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る） 

  6302.21.00.00  その他のベッドリネン（なせんしたものに限る）   綿製のもの 

  6302.22.10.00                                 人口繊維製のもの

  6302.22.90.00   

  
6302.29.00.00 

                                その他の紡織用

繊維製のもの 

  6302.31.00.00  その他のベッドリネン    綿製のもの 

  6302.32.10.00                   人口繊維製のもの 

  6302.32.90.00   

  6302.39.00.00                   その他の紡織用繊維製のもの 

  6302.40.00.00  テーブルリネン（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る） 

  6302.51.00.10  その他のテーブルリネン   綿製のもの 

  6302.51.00.90   

  6302.53.00.10                    人口繊維製のもの 

  6302.53.00.90   

  6302.59.00.10                    その他の紡織用繊維製のもの 

  6302.59.00.90   

  
6302.60.00.10 

 トイレットリネン及びキッチンリネン（テリータオル地その他のテリー織

物で綿製のものに限る） 

  6302.60.00.90   

  6302.91.00.10  その他のもの   綿製のもの 
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 6302.91.00.90  

  6302.93.00.10             人口繊維製のもの 

  6302.93.00.90   

  6302.93.00.00   

77 
  

カーテン（ドレープを含む）、室内用ブラインド、カーテンバランス、及

びベッドバランス 

  6303.12.00.00  合成繊維製のもの 

  6303.19.00.00  その他の紡織用繊維製のもの 

  6303.19.90.00   

  6303.91.00.00  その他のもの   綿製のもの 

  6303.92.00.00              合成繊維のもの 

  6303.99.00.00              その他の紡織用繊維製のもの 

78 

  

防水性の履物（本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る

とし、縫合、リベット締め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これら

に類する方法により甲を底に固定し又は組み立てたものを除く） 

  6401.10.00.00  履物（保護用の金属製トーキャップを有するものに限る） 

  6401.92.00.00  くるぶしを覆うもの（ひざを覆うものを除く） 

  6401.99.00.00  その他のもの 

79   スポーツ用の履物 

  6402.12.00.00  スキー靴（クロスカントリー用のものを含む）及びスノーボードブーツ 

  6402.19.00.00  その他のもの 

  
6402.20.00.00 

 履物（甲の部分のストラップ又はひもを本底にプラグ留めしたものに

限る） 

  6402.91.10.00  その他の履物  くるぶしを覆うもの 

  6402.91.90.00   

  6402.99.00.00             その他のもの 

80 
  

履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製またはコンポジションレザー

製で甲が革製のものに限る） 

  6403.12.00.00  スキー靴（クロスカントリー用のものを含む）及びスノーボードブーツ 

  6403.19.10.00  その他のもの 

  6403.19.90.00   

  
6403.20.00.00 

履物（本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにか

かるものに限る） 

  6403.40.00.00 その他の履物（保護用の金属製トーキャップを有するものに限る） 

  6403.51.00.00 その他の履物（本底が革製のものに限る）  くるぶしを覆うもの 

  6403.59.00.00 その他のもの 

  6403.91.00.00 その他のもの   くるぶしを覆うもの 
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 6403.99.00.00 その他のもの 

81 
  

履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー

製で甲が紡織用繊維製のものに限る） 

  
6404.11.10.00 

スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シュ

ーズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物 

  6404.11.90.00   

  6404.19.00.00 その他のもの 

  6404.20.00.00 履物（本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る） 

82 6405.10.00.00 その他の履物  甲が革製又はコンポジションレザーのもの 

  6405.20.00.00            甲が紡織用繊維製のもの 

  6405.90.00.00            その他のもの 

83 

7321.11.00.00 

鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器（セントラルヒーティング

用の補助ボイラーを有するものを含む）肉焼き器、、火鉢、ガスコンロ、

皿温め器その他これらに類する物品（家庭用のものに限るとし、電気

式のものを除く及びこれらの部分品（鉄鋼製のものに限る）  調理用

加熱器具及び皿温め器              気体燃料用のもの並び

に気体燃料及びその他の燃料共用のもの 

84 
ex.8413.60.10.00 

液体ポンプ（計器付きであるかないかを問わない）及び液体エレベー

ター                       その他の回転容積式ポンプ 

85 
ex.8413.70.10.00 

液体ポンプ（計器付きであるかないかを問わない）及び液体エレベー

ター                       その他の遠心ポンプ  

86 8413.70.22.00   

87 ex.8413.81.10.00 その他のポンプ及び液体エレベーター   

88 
8414.51.10.00 

ファン      卓上用、床用、壁用、窓用、天井用又は屋根用のファ

ン（出力が 125 ワット以下の電動機を自蔵するものに限る） 

  8414.51.90.00   

89 

8415.10.00.00 

エアーコンディショナー（動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変

化させる機構を有するものに限るものとし、湿度のみを単独で調節す

ることが出来ないものを含む）                          

窓又は壁に取り付けるもの（一体構造のもの又はスプリットシステムの

ものに限る） 

90 8415.20.00.00 自動車に使用する種類のもの（人用のものに限る） 

91 

8418.10.10.10 

冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器（電気式であるか

ないかを問わない）及びヒートポンプ（第 84.15 項のエアコンディショナ

ーを除く）                                       

冷凍冷蔵庫（それぞれ独立した外部扉を有するものに限る） 

  8418.10.10.90   
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 8418.21.00.10  家庭用冷蔵庫   圧縮式のもの 

  8418.21.00.90   

  8418.29.00.10              その他のもの 

  8418.29.00.90   

92 

8419.11.10.00 

加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気過熱、乾燥、蒸

発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法により材料を処理する機

器（理化学用のものを含み、電気加熱式のもの（第 85.14 項の電気炉

及びその他の機器を除く）であるかないかを問わないものとし、家庭用

のものをのぞく）並びに瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器（電気式のもの

を除く）                                        

瞬間ガス湯沸器 

  8419.19.10.00  その他のもの 

93 

  

家庭用又は営業用の洗濯機（脱水機兼用のものを含む）         

洗濯機（1 回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で 10 キログラム

以下のものに限る） 

  8450.11.10.00  全自動のもの 

  8450.11.90.00   

  8450.12.00.10  その他のもの（遠心式脱水機を自蔵するものに限る） 

  8450.12.00.20   

  8450.19.00.10  その他のもの 

  8450.19.00.20   

94 

  

自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は

光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械及

び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く） 

  

8471.30.10.00 

 携帯用のディジタル式自動データ処理機械（重量が 10 キログラム以

下で、少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成る

ものに限る） 

  8471.30.20.00   

  8471.30.90.00   

95   その他のディジタル式自動データ処理機械 

  

8471.41.10.00 

 少なくとも中央処理装置、入力装置及び出力装置を同一のハウシン

グに収納しているもの（入力装置と出力装置とが一体となっているかい

ないかを問わない） 

  8471.49.10.00  その他のもの（システムの形態で提示するものに限る） 

96 8509.40.00.00 家庭用電気機器（電度装置を自蔵するものに限る） 

97 8516.31.00.00 ヘアドライヤー 

98 8516.40.90.00 電気アイロン 
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No. HS Code 品名 

99 8516.50.00.00 マイクロ波オーブン 

100 
8516.60.10.00 

その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及

びロースター 

  8516.60.90.00   

101 8516.72.00.00 トースター 

102 ex.8516.79.90.00 その他のもの 

103 

  

有線電話用又は有線電信用の電気機器（コードレス送受話器付きの

有線電話機及びアナログ式又はディジタル式の有線通信機器を含

む）及びビデオホン 

  8517.11.00.00 電話機及びビデオホン  コードレス送受話器付きの有線電話機 

  8517.12.00.00   

  8517.18.00.00   

104 8517.70.21.00   

105 8518.10.19.00 マイクロホン及びそのスタンド   

  8518.10.90.00   

106   拡声器（エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない）   

  8518.21.00.00  単一型拡声器（エンクロージャーに取り付けたものに限る） 

  8518.22.00.00  複数型拡声器（同一のエンクロージャーに取り付けたものに限る） 

  8518.29.10.00  その他のもの 

  8518.29.90.00   

107 8518.50.00.00 電気式音響増幅装置 

108 8519.81.30.00   

109 
  

ビデオの記録用又は再生用の機器（ビデオチューナーを自蔵するか

しないかを問わない） 

  8521.10.00.00  磁気テープ式のもの 

  8521.90.19.00  その他のもの 

  8521.90.99.00   

110 

  

無線電話用、無線電信用又はラジオ放送用の受信機器（同一のハウ

ジングにおいて録音装置、音声再生装置又は時計と結合してあるか

ないかを問わない） 

  

8527.12.00.00 

ラジオ放送用受信機（無線電話又は無線電信も受信することができる

ものを含むとし、外部電源によらずに作動するものに限る。         

ポケットサイズのカセットプレーヤー（ラジオを自蔵するものに限る） 

  
8527.13.10.00 

 その他の機器（録音装置又は音声再生装置とし結合してあるものに

限る） 

  8527.13.90.00   

  8527.19.91.00  その他のもの 
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No. HS Code 品名 

 8527.19.99.00  

  

8527.21.00.00 

自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機（無線電話又は無線電

信も受信することが出来るものを含むものとし、外部電源によらなけれ

ば作動しないものに限る）                             

録音装置又は音声再生装置と結合してあるもの 

  8527.29.00.00  その他のもの 

  8527.91.10.00   

  8527.91.90.00   

  8527.92.10.00   

  8527.92.90.00   

  8527.99.10.00   

  8527.99.90.00   

111 8528.71.10.00   

112 8528.72.10.00   

  8528.72.90.00   

  8528.73.10.00   

  8528.73.90.00   

113 8529.10.30.00 アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品 

  8529.10.99.00   

114 8539.31.90.10 熱陰極蛍光放電管 

115 8539.31.90.20   

116 8539.31.90.90   

117 
  

その他のがん具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型（作動す

るかしないかを問わない）及びパズル 

  9503.00.10.00  電気式鉄道車両（線路、信号機その他の付属品を含む） 

  9503.00.21.00   

  9503.00.22.00   

  9503.00.29.00   

  9503.00.41.00   

  9503.00.49.00   

  9503.00.60.00   

  9503.00.71.00   

  9503.00.79.00   

  9503.00.91.00   

  9503.00.92.00   

  9503.00.93.00   

  9503.00.99.00   
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5-3-2 船積前検査において確認する事項 

 ① 製造国に関するデータ或いは情報 

 ② 貨物詳細 

 ③ スペック（仕様） 

 ④ 価格、数量 

 ⑤ HS Code No. 

 ⑥ 船積日 

 ⑦ 揚港 

 

5-3-3 規制対象外となる場合（HS Codeは対象） 

 ① 石油・天然ガス・その他エネルギーとなる製品 

 ② インドネシア産業に必要な原材料として使用される目的で且つその生産者に 

よって輸入される場合 

 ③ 個人使用で FOB価格 US$1,500未満のもの（但し、空輸に限る。） 

 

5-3-4 船積前検査の申請先と検査実施機関 

PT.SURVEYOR INDONESIA 及び PT.SUCOFINDO (PERSERO)が指定検査機関とされてい

るが、船積前検査申請はインドネシア輸入者が KSO SCISI（PT.SURVEYOR INDONESIA と

PT.SUCOFINDO (PERSERO)の合資会社）に行うことになる。 

日本国内においては、KSO SCISIが指定している SGSの日本代理店であるセイフティテ

ック株式会社（神戸市中央区）が実際に検査を実施する。 

 

5-3-5 輸出及び船積前検査の流れ 

対象製品の売買契約成立後、輸入者より KSO SCISIへ船積前検査申請が行われ、セーフ

ティテック株式会社が船積前代行検査実施、検査終了後に KSO SCISI が輸入者へ証明書

（LS…Laporan Surveyers）を発行する。 

 

5-3-6 輸入港の指定 

 特定製品の輸入については、輸入港・空港が定められており、その指定輸入港と空港を

表 4に示す。 表 4. 指定輸入港と空港 

指定輸入港 指定空港 

Belawan in Medan 

Tanjung Priok In Jakarta 

Tanjung Emas in Semarang 

Tanjung Perak in Surabaya 

Soekarno Hatta in Makassar 

Dumai in Dumai 

Jayapura in Jayapura 

全ての国際空港 
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 但し、食料品・飲料品については、 Dumai並びに Jayapuraでのみ輸入可能となる。 

 

5-4 陶器製品（CERAMIC） 

インドネシアに陶器製品を輸入する場合、原則として輸出国において船積前検査を実施

しなければならない。 

 

5-4-1 検査において確認する事項 

 ① 貨物詳細と仕様、及び HS Code No. 

 ② 貨物の数量、体積、及び正味重量 

 ③ 製造国に関するデータ或いは情報 

 ④ 船積日 

 ⑤ コンテナ封印（FCL）或いは検査済ラベルの貼付（LCL) 

 

5-4-2 規制対象外となる陶器製品 (その 1：輸入目的) 

 ① 研究開発目的で輸入する陶器及び陶器製品 

 ② 国際航空貨物宅配便による贈り物やサンプル 

 ③ 個人貨物 

 ④ 最終目的地がインドネシア以外の陶器製品 

 

5-4-3 検査対象外となる陶器製品 (その 2：製品仕様) 

 陶器製品の仕様によって検査対象外となる条件を表 5.に示す。 

 表 5. 検査対象外仕様 

HS Code 品名 

6902.10 
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ｶﾙｼｳﾑ又はｸﾛﾑを酸化ｶﾙｼｳﾑ又は三酸化ｸﾛﾑとして計算した重量が、 

単独で又は合計して全重量の 50%を超える耐火ﾚﾝｶﾞ等 

6902.20 
ｱﾙﾐﾅ若しくはｼﾘｶ又はこれらの相互の混合物若しくは化合物の含有量が 

全重量の 50%を超える耐火ﾚﾝｶﾞ等 

6902.90 その他の耐火ﾚﾝｶﾞ､耐火ﾌﾞﾛｯｸ、耐火ﾀｲﾙその他これらに類する陶磁製品 

6903.10 
黒鉛その他の炭素又はこれらの相互の混合物の含有量が全重量の 50%を 

超える陶磁製耐火製品 

6903.20 
ｱﾙﾐﾅ若しくはｼﾘｶ又はこれらの相互の混合物若しくは化合物の含有量が 

全重量の 50%を超える陶磁製耐火製品 

6905.90 煙突用品、建築用装飾品その他の建設用陶磁製品（かわらを除く） 

6909.12 モース硬さが 9以上の陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品 
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5-4-4 指定検査機関 

PT.SURVEYOR INDONESIA 及び PT.SUCOFINDO (PERSERO)が指定検査機関とされてい

るが、船積前検査申請はインドネシア輸入者が KSO SCISI（PT.SURVEYOR INDONESIA と

PT.SUCOFINDO (PERSERO)の合資会社）に行うことになる。 

日本国内においては、KSO SCISIが指定している SGSの日本代理店であるセイフティテ

ック株式会社（神戸市中央区）が実際に検査を実施する。 

 

5-4-5 輸出及び船積前検査の流れ 

対象製品の売買契約成立後、輸入者より KSO SCISIへ船積前検査申請が行われ、セーフ

ティテック株式会社が船積前代行検査実施、検査終了後に KSO SCISI が輸入者へ証明書

（LS…Laporan Surveyers）を発行する。 

 

5-5 タイヤ（TIRE） 

インドネシアにタイヤを輸入する場合、HS Codeが 4011から始まる製品は、輸出国にて

指定検査機関による船積前検査を受けなければならない。 

 

5-5-1 規制対象 

 規制の対象となるタイヤ製品表（No.40/M-DAG/PER/12/2011）を表 6に記す。 

表 6. < No.40/M-DAG/PER/12/2011> 

No. HS Code 品名 

1 40.11 ゴム製のタイヤ（新品のものに限る） 

  4011.20 バス又は貨物自動車に使用する種類のもの 

  4011.20.90.00   

  4011.61 農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの 

2 4011.61.10.00   

3 4011.61.90.00 その他のもの 

  4011.62 
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が

61 センチメートル以下のもの 

4 4011.62.10.00 
自動車に使用する種類のもの（交称の幅が 101.6 ミリメートルを超えるも

のに限る 

5 4011.62.90.00 その他のもの 

  4011.63 
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が

61 センチメートルを超えるもの 

6 4011.63.10.00 
自動車に使用する種類のもの（交称の幅が 101.6 ミリメートルを超えるも

のに限る 
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No. HS Code 品名 

7 4011.63.90.00 その他のもの 

8 4011.69.00.00 その他のもの 

  4011.92 農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの 

9 4011.92.10.00 
自動車に使用する種類のもの（交称の幅が 101.6 ミリメートルを超えるも

のに限る 

10 4011.92.90.00 その他のもの 

  4011.93 
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が

61 センチメートル以下のもの 

11 4011.93.10.00 
自動車に使用する種類のもの（交称の幅が 101.6 ミリメートルを超えるも

のに限る 

12 4011.93.90.00 その他のもの 

  4011.94 
建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が

61 センチメートルを超えるもの 

13 4011.94.10.00 
自動車に使用する種類のもの（交称の幅が 101.6 ミリメートルを超えるも

のに限る 

14 4011.94.20.00   

15 4011.94.90.00 その他のもの 

  4011.99 その他のもの 

16 4011.99.10.00 
自動車に使用する種類のもの（交称の幅が 101.6 ミリメートルを超えるも

のに限る 

17 4011.99.20.00   

18 4011.99.30.00   

19 4011.99.90.00 その他のもの 

 

5-5-2 検査において確認する事項 

 ① 貨物詳細とスペック、及び HS Code 

 ② 貨物の数量、体積 

 ③ 製造国に関するデータ或いは情報 

 ④ 船積日 

 ⑤ コンテナ封印（FCL）或いは検査済ラベルの貼付（LCL) 
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5-5-3規制対象外となる場合（HS Codeは対象） 

 ① 政府またはその他公的機関による輸入の場合 

 ② 科学研究や開発目的の場合 

 ③ ODAの場合 

 ④ 震災によって必要とされる場合 

 ⑤ その他個人輸入の場合や展示会目的等 

 

5-5-4 指定検査機関 

PT.SURVEYOR INDONESIA 及び PT.SUCOFINDO (PERSERO)が指定検査機関とされてい

るが、船積前検査申請はインドネシア輸入者が KSO SCISI（PT.SURVEYOR INDONESIA と

PT.SUCOFINDO (PERSERO)の合資会社）に行うことになる。 

日本国内においては、KSO SCISIが指定している SGSの日本代理店であるセイフティテ

ック株式会社（神戸市中央区）が実際に検査を実施する。 

 

5-5-5 輸出及び船積前検査の流れ 

対象製品の売買契約成立後、輸入者より KSO SCISIへ船積前検査申請が行われ、セーフ

ティテック株式会社が船積前代行検査実施、検査終了後に KSO SCISI が輸入者へ証明書

（LS…Laporan Surveyers）を発行する。 

 

5-6 板ガラス（SHEET GLASS） 

インドネシアに板ガラスを輸入する場合、HS Codeが 7003-7007にて始まる製品は、輸出

国にて指定検査機関による船積前検査を受けなければならない。 

 

5-6-1 規制対象 

 規制の対象となる板ガラス製品表（No.40/M-DAG/PER/9/2009）を表 7に記す。 

表 7. < No.40/M-DAG/PER/9/2009> 

No. HS Code 品名 

1 70.03 

鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス（吸収層、反射

層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工した

ものを除く）                     

板ガラス（金属の線又は網を入れたものを除く） 

2 7003.12 
色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層

を有するもの 

3 7003.19 板ガラス（金属の線又は網を入れたものを除く）その他のもの 

4 7003.20 板ガラス（金属の線又は網を入れたものに限る） 

5 7003.30 溝型ガラス 
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No. HS Code 品名 

6 70.04 
引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス（吸収層、反射層又は無反射層

を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工したものを除く）  

7 7004.20 
板ガラス（色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は

無反射層を有するものに限る） 

8 7004.90 その他のもの 厚さが 4 ミリメートル以下のもの 

9   厚さが 2.5 ミリメートル以下のもの 

10   その他のもの 

11   その他のもの 

12 70.05 
フロート板ガラス及び磨き板ガラス（吸収層、反射層又は無反射層を有するか有

しないかを問わないものとし、その他の加工したものを除く）  

13 7005.10 
金属の線又は網を入れていないガラスで吸収層、反射層又は無反射層を有す

るもの 

14     1 無反射層を有するもの 

15     2 その他のもの 

16 7005.21 
金属の線又は網を入れていないその他のガラス                     

色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの 

18     厚さが 4 ミリメートル以下のもの 

20     厚さが 4 ミリメートルを超え 6 ミリメートル以下のもの 

21     その他のもの 

  7005.29 その他のもの 

      1 厚さが 4 ミリメートル以下のもの 

      2 その他のもの 

      厚さが 4 ミリメートルを超え 6 ミリメートル以下のもの 

      その他のもの 

22 7005.30 金属の線又は網を入れたもの 
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No. HS Code 品名 

23 7006.00 

ガラス（第 70.03 項から第 70.05 項までのガラスを曲げ、縁加工し、彫り、穴をあ

け、ほうろう引きをし又はその他の加工をしたものに限るとし、枠つきのもの及び

他の材料を取り付けたものを除く 

24 70.07 安全ガラス（強化ガラス及び合わせガラスに限る  強化ガラス 

25 7007.11 車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの 

26     1 自動車用、航空機用又は宇宙飛行体用に適する寸法及び形状のもの 

27     2 その他のもの 

28 7007.19 その他のもの   

29   
合わせガラス 車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及

び形状のもの 

30             自動車用のもの 

31             その他のもの 

32 7007.29 その他のもの 

 

5-6-2 検査において確認する事項 

 ① 貨物詳細とスペック、及び HS Code No. 

 ② 貨物の数量、体積 

 ③ 製造国に関するデータ或いは情報 

 ④ 船積日 

 ⑤ コンテナ封印（FCL）或いは検査済ラベルの貼付（LCL) 

 

5-6-3規制対象外となる場合（HS Codeは対象） 

 ① 政府またはその他公的機関による輸入の場合 

 ② 科学研究や開発目的の場合 

 ③ ODAの場合 

 ④ 震災によって必要とされる場合 

 ⑤ サンプル（販促品）の場合 

 ⑥ その他個人輸入の場合 etc. 

 

5-6-4 SNI基本遵守 

 自動車用安全ガラス及びガラスシートは SNI 基本遵守品目として定められており、その

品目、HSコード及び SNI規格番号を表 8及び 9に記す。 
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 表 8 自動車用安全ガラス<No.34/M-IND/PER/4/2007> 

品目 HS Code SNI No. 

Tempered Safety Glass 

車両用強化ガラス 
7007.11.10.00 15-0048-2005 

Laminated Safety Glass 

車両用合わせガラス 
7007.21.10.00 15-1326-2005 

 表 9 ガラスシート< No.4/M-IND/PER/1/2010, No.44/M-IND/PER/42011> 

品目 HS Code SNI No. 

板ガラス 

7003.12.20.00 

7003.12.90.00 

7003.19.90.00 

7004.20.90.00 

7004.90.90.00 

7005.10.90.00 

7005.21.90.00 

7005.29.90.00 

7006.00.90.00 

15-0047-2005 

 

5-6-5 指定検査機関 

PT.SURVEYOR INDONESIA 及び PT.SUCOFINDO (PERSERO)が指定検査機関とされてい

るが、船積前検査申請はインドネシア輸入者が KSO SCISI（PT.SURVEYOR INDONESIA と

PT.SUCOFINDO (PERSERO)の合資会社）に行うことになる。 

日本国内においては、KSO SCISIが指定している SGSの日本代理店であるセイフティテ

ック株式会社（神戸市中央区）が実際に検査を実施する。 

 

5-6-6 輸出及び船積前検査の流れ 

対象製品の売買契約成立後、輸入者より KSO SCISIへ船積前検査申請が行われ、セーフ

ティテック株式会社が船積前代行検査実施、検査終了後に KSO SCISI が輸入者へ証明書

（LS…Laporan Surveyers）を発行する。 

 

5-7 鉄鋼材料及び製品（IRON or STEEL） 

インドネシアに鉄鋼材料及び製品を輸入する場合、対象となる鉄鋼材料及び製品は輸出

国において船積前検査を実施しなければならない。 

 

 



40 

5-7-1鉄鋼材料、鉄鋼製品輸入者の要件 

輸入業者は、鉄鋼製造輸入業者 (iron or steel IP) 及び鉄鋼登録輸入業者 (iron or steel IT) 

に限られる。具体的には以下の区分による。 

a. 鉄鋼製造輸入業者 (iron or steel IP) 

商業大臣名義にて認定（承認）を受けて、自ら生産活動を実施する為、自ら輸入する 

承認を受けた製造会社 

b. 鉄鋼登録輸入業者 (iron or steel IT) 

商業大臣名義にて営業の許可を受けて、他の製造業者に鉄鋼製品を供給する為、鉄鋼製品

を輸入する会社 

 

5-7-2 業者の認定及び手続きについて 

前述の鉄鋼製造輸入業者 (iron or steel IP)の認定及び鉄鋼登録輸入業者 (iron or steel IT) 

の許可を得る為に、業者は下記の書類を添付して商業省外国貿易局長宛に申請する必要が

ある。 

 a. 輸入業者登録番号(API)のコピー： 

  鉄鋼製造輸入業者の場合は製造輸入業者番号 (API-P)  

  鉄鋼登録輸入業者の場合は一般輸入業者番号 (API-U) 

 b. 会社登録番号(TDP)のコピー  

 c. 納税者コード番号(NPWP)のコピー 

 d. 通関登録番号(NIK)のコピー 

 e. 物品の輸入計画書(RIB)(種類、物品分類、関税分類、HS10桁、数量、 

  仕向港等の記載) 

 f. 産業総局長による技術的な判断書 (04/ILMTA/PER/2/2009に判断基準条件) 

 

5-7-3 規制対象 

 規制の対象となる鉄鋼材料及び鉄鋼製品表（No.54/M-DAG/PER/12/2010）を表 10に記す。 

 表 10 <No.54/M-DAG/PER/12/2010> 

No.  HS Code 品名 

1 
7208.10.00.00~ 

7208.90.00.00  

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品                  

(熱間圧延、幅 600 ミリ以上) 

2 
7209.16.00.00~ 

7209.28.90.00  

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品                  

(冷間圧延、幅 600 ミリ以上) 

3 
7210.12.10.00~ 

7210.90.90.00  

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品                  

(幅 600 ミリ以上、グラッドし、めっき又は被覆したもの) 

4 
7211.13.10.00~ 

7211.90.90.00  

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品                 

(幅 600 ミリ未満) 
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No.  HS Code 品名 

5 
7212.10.10.00& 

7212.40.10.00 

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅 600 ミリ未満、グラッド

し、めっき又は被覆したもの) 

6 
7213.10.00.00~ 

7213.99.90.00 

鉄又は非合金鋼の棒                            

（熱間圧延、不規則に巻いたもの) 

7 
7214.20.31.00~ 

7214.99.90.90 

鉄又は非合金鋼の棒                            

（鍛造、熱間圧延/熱間引き抜き/熱間押し出ししたもの、加工品

は除く） 

8 
7215.50.91.00~ 

7215.90.90.00 
鉄又は非合金鋼のその他の棒 

9 
7216.10.00.00~ 

7216.99.00.00 
鉄又は非合金鋼の形鋼 

10 
7217.10.10.00~ 

7217.90.90.00 
鉄又は非合金鋼の線 

11 
7229.90.90.10& 

7229.90.90.90 
その他の合金鋼の線 

12 7301.20.00.00 溶接形鋼 

13 
7304.22.00.90~ 

7304.29.00.90 

鉄鋼製の管及び中空の形材                       

（継ぎ目無し、鋳鉄製除く） 

14 
7305.11.00.00~ 

7305.90.00.00 

鉄鋼製のその他の管                            

（Ex.溶接、リベット接合したもの） 

15 
7306.11.10.00~ 

7306.90.90.00 

鉄鋼製のその他の管及び中空の形材                  

（Ex.オープンシームのもの、溶接、リベット接合したもの） 

16 
7307.11.10.00~ 

7307.93.90.00 

鉄鋼製の管用継ぎ手                            

（Ex.カップリング、エルボー、スリーブ等） 

17 
7308.10.10.00~ 

7308.90.99.00 

構造物及びその部分品                          

(鉄鋼製、Ex.橋(けた）屋根等) 

18 7312.10.10.00~7312.90.00.00 鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、組ひも、スリング等 

19 
7314.20.00.00~ 

7314.50.00.00 

ワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵、鉄鋼製のエキスパンデット

メタル 
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No.  HS Code 品名 

20 7317.00.10.00 鉄鋼製の釘、鋲等 

 

5-7-4 検査において確認する事項 

 ① 輸入業者と輸出業者の住所氏名 

 ② 鉄鋼製造輸入業者(iron or steel IP)又は鉄鋼登録輸入業者(iron or steel IT)として 

 の認可/許可番号と日付 

 ③ 数量、体積、重量、種類、仕様、規格、HSコード No.10桁及び品名 

 ④ 検査場所、輸出港名及び輸入港名 

 ⑤ その他、必要とされる要求事項 

 

5-7-5 検査免除となる場合 

以下の場合における鉄鋼材料、鉄鋼製品の輸入は船積前検査が免除される。 

a. 自動車/自動車部品産業、電子機器/電子機器産業、造船/造船関連部品産業に関わる 

鉄鋼製造輸入業者 (iron or steel IP) が直接（自ら）鉄鋼製品を輸入する場合 

b. 鉄鋼製造輸入業者 (iron or steel IP) 及び鉄鋼登録輸入業者 (iron or steel IT) が優先 

通関輸入証明書を財務省又は間接税税務局より予め入手している場合 

c. インドネシア政府の国際的な合意に基づく財務省計画による User Specific Duty  

Free Scheme (USDFS) を通じ Industrial Verification (SKVI) の証明書を保持している場  

合 

d. 政府による輸入関税肩代わり便宜措置 (BM-DTP) に基づく輸入検査を事前に受け 

て Industrial Verification (SKVI) の証明書を保持している場合 

e. 油・ガス公社 (KKS) の契約/管理の下での鉱業会社、発電所の開発・建設を実施し 

ている企業等、公益の為に開発を実施している企業 

f. 自由貿易地域、自由港、保税地域エリア内の産業で使用される為に輸入される鉄鋼 

   

5-7-6 SNI基本遵守 

 冷延スチールシート・ロール、熱延スチールシート・ロール、鋼材、メッキ鋼板、鉄線

等は SNI基本遵守品目として定められており、その品目、HSコード及び SNI規格番号を表

11～15に記す。 

 表 11 冷延スチールシート・ロール <No.90/M-IND/PER/8/2010, 23/2011, 41/2012> 

品目 HS Code SNI No. 

Steel sheets Cold 

rolled plate and roll 

7209.15.00.00, 7209.16.00.10, 7209.16.00.90, 

7209.17.00.10, 7209.17.00.90, 7209.18.99.00, 

7209.25.00.00, 7209.26.00.10, 7209.26.00.90, 

7209.27.00.10, 7209.27.00.90, 7209.28.10.00, 

07-3567-2006 
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品目 HS Code SNI No. 

Steel sheets Cold 

rolled plate and roll 

7209.28.90.00, 7209.90.90.00, 7211.23.20.00, 

7211.23.30.00, 7211.23.90.10, 7211.23.90.90, 

7211.29.20.00, 7211.29.30.00, 7211.29.90.00, 

7211.90.10.00, 7211.90.10.00, 7211.90.30.00 

7211.90.90.00 

07-3567-2006 

  表 12 熱延スチールシート・ロール < No.40/M-IND/PER/2/2012> 

品目 HS Code SNI No. 

Steel sheets Hot 

rolled plate and roll 

7208.25.00.00, 7208.26.00.00, 7208.27.10.00, 

7208.27.90.00, 7208.36.00.00, 7208.37.00.00, 

7208.38.00.00, 7208.39.00.00, 7208.51.00.00, 

7208.52.00.00, 7208.53.00.00, 7208.54.00.00, 

7208.90.00.00, 7211.13.10.00, 7211.13.90.90, 

7211.14.11.00, 7211.14.21.00, 7211.14.19.00, 

7211.14.29.00, 7211.19.11.00, 7211.19.19.00, 

7211.19.21.00, 7211.19.29.00 

07-0601-2006

 表 13 鋼材 <No.20/M-IND/PER/2/2011、No.43/M-IND/PER/2/2012> 

品目 HS Code SNI No. 

山形鋼、T型鋼 
7216.21.00.00, 7216.40.00.00, 7216.50.10.00, 

7216.50.90.00 
07-2054-2006 

U型鋼、I型鋼、 

H型鋼 

7216.10.00.00, 7216.32.00.00, 7216.33.00.00, 

7216.50.10.00, 7216.50.90.00, 7216.61.00.00,  

7216.99.00.00 

07-0329-2005 

07-0052-2006 

07-7178-2006 

2610-2011 

 表 14 メッキ鋼板 <No.38,39/M-IND/PER/2/2007> 

品目 HS Code SNI No. 

亜鉛メッキ鋼板 

7210.41.11.00, 7210.41.12.00, 7210.41.19.00, 

7210.49.11.00, 7210.49.12.00, 7210.49.13.00, 

7210.49.19.00, 7212.30.10.00, 7212.30.20.00, 

7212.30.91.00 

07-2053-2006 

アルミ・亜鉛混合メ

ッキ鋼板 
7210.61.11.00, 7212.50.21.00, 7212.50.22.00 4096-2007 
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表 15 鉄線 <No.42/M-IND/PER/4/2011, No.42/M-IND/PER/2/2012> 

品目 HS Code SNI No. 

鉄鋼製の鉄線 7312.10.91.10 1154-2011 

鉄又は非合金鋼の

鉄線 
7217.10.31.10 1155-2011 

合金鋼の鉄線 
7229.20.00.00 

7229.90.90.90 
7701-2011 

 

5-7-7 指定検査機関 

PT.SURVEYOR INDONESIA 及び PT.SUCOFINDO (PERSERO)が指定検査機関とされてい

るが、船積前検査申請はインドネシア輸入者が KSO SCISI（PT.SURVEYOR INDONESIA と

PT.SUCOFINDO (PERSERO)の合資会社）に行うことになる。 

日本国内においては、KSO SCISIが指定しているコテクナインスペクション・ジャパン（東

京都港区）が実際に検査を実施する。 

 

5-7-8 輸出及び船積前検査の流れ 

対象製品の売買契約成立後、輸入者より KSO SCISIへ船積前検査申請が行われ、コテク

ナインスペクション・ジャパンが船積前代行検査実施、検査終了後に KSO SCISIが輸入者

へ証明書（LS…Laporan Surveyers）を発行する。 

 

5-8 NON B3 WASTE 

インドネシアにリサイクル原料を輸入する場合、対象原料が No. 39/M-DAG/PER/9/2009 

Attachmentに記されている輸入可能な原料であり、且つ輸出国において船積み前に技術的な

事実確認・調査が行われなければならない。 

 

5-8-1 NON B3 WASTEの定義 

 Minister of Trade No. 39/M-DAG/PER/9/2009 Article – 1.1 により、Non B3 Wasteとは、「危

険物や毒物を含まないリサイクル原料」を指す。 
 
5-8-2 リサイクル原料輸入者の要件 

輸入業者は、以下の書類のコピーを商業省に提出し、輸入ライセンス (IP) を取得しなけ

ればならない。 

 ① SIUP（ビジネスライセンス） 

 ② IUI（工業ライセンス） 

 ③ TDP（企業謄本） 

 ④ NPWP（納税者番号） 

 ⑤ API_U又は API_P（輸入業者認定番号） 
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 ⑥ NIK（通関基本番号） 

 ⑦ Recommendation Letter 

 
5-8-3 インドネシアに輸入可能なリサイクル原料（NON B3 WASTE） 

 インドネシアに輸入可能なリサイクル原料表 (No. 39/M-DAG/PER/9/2009 Attachment)を

表 16に示す。 

表 16 輸入可能なリサイクル原料< No. 39/M-DAG/PER/9/2009> 

No.  HS Code 品名 

  39.15 プラスチックのくず 

1 3915.10.00.00  エチレンの重合体のもの 

2 3915.20.00.00  スチレンの重合体のもの 

3 3915.30.00.00  塩化ビニルの重合体のもの 

4 3915.90.10.00  その他のプラスチックのもの 

5 3915.90.9000   

6 4004.00.00.00 ゴム（硬質ゴムを除く）のくず並びにこれから得た粉及び粒 

  47.07 古紙 

  4707.10.00 
 さらしていないクラフト紙又はクラフト板紙及びコルゲート加工をした紙又は

板紙 

7 4707.10.00.10  ダンボールのもの 

8 4707.10.00.90  その他のもの 

  4707.20.00 
その他の紙又は板紙（主としてさらした化学パルプから製造したものに限ると

し、全体を着色したものを除く） 

9 4707.20.00.10   

10 4707.20.00.90   

  4707.30.00 
主として機械パルプから製造した紙又は板紙（例えば、新聞、雑誌その他こ

れらに類する印刷物） 

11 4707.30.00.10  新聞のもの 

12 4707.30.00.90  その他のもの 

  4707.90.00 その他のもの（区分けしていない古紙を含む） 

13 4707.90.00.10   

14 4707.90.00.90   

15 5003.00.00.00 絹のくず（繰糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を含む 

  51.03 
羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず（糸くずを含むものととし、反毛した繊維を除

く） 

16 5103.10.00.00  羊毛のもの 

17 5103.20.00.00   

18 5103.30.00.00   
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No.  HS Code 品名 

 52.02 綿のくず（糸くず及び反毛した繊維を含む） 

19 5202.10.00.00  糸くず 

20 5202.91.00.00  反毛した繊維 

21 5202.99.00.00  その他のもの 

  53.01 
亜麻（精紡あひたものを除く）並びにそのトウ及びくず（糸くず及び反毛した

繊維を含む） 

22 5301.30.00.00  亜麻のトウ及びくず 

  53.02 
大麻（カナビス・サティヴァ。精紡したものを除く）ならびにそのトウ及びくず

（糸くず及び反毛した繊維を含む） 

23 5302.90.00.00  その他のもの 

  53.03 
ジュートその他の紡織用靭皮繊維（精紡したもの、亜麻、大麻及びラミーを除

く）並びにそのトウおよびくず（糸くず及び反毛した繊維を含む） 

24 5303.90.00.00  その他のもの 

  53.04 
サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維（精紡したものを除く）並びにそ

のトウ及びくず（糸くず及び反毛した繊維を含む） 

25 ex5304.90.00  その他のもの 

  53.05 

ココやし、アバカ（マニラ麻又はムサ・テクスティリス）、ラミーその他の植物性

紡織用繊維（他の項に該当するもの及び精紡したものを除く）並びにそのト

ウ、ノイル及びくず（糸くず及び反毛した繊維を含む） 

26 5305.00.00.19  その他のもの アバカのもの 

27 5305.00.00.29  その他のもの 

28 5305.00.00.30   

  63.10 
ぼろ及びくず（ひも、網若しくはケーブル又はこれらの製品のものに限る）（紡

織用繊維のものに限る） 

29 6310.10.90.00  選別したもの 

30 6310.90.90.00  その他のもの 

31 7001.00.00.00 ガラスのくず及び塊 

  71.12 
貴金属又は貴金属を張った金属のくず及び主として貴金属の回収に使用す

る種類のその他のくずで貴金属またはその化合物を含有するもの 

32 7112.30.00.00  貴金属又はその化合物を含む灰 

33 7112.91.00.00   

34 7112.92.00.00 
 白金のくず（白金を張った金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含

有するものを除く） 

  72.04 鉄鋼のくず及び鉄鋼の再溶解用のインゴット 

35 7204.10.00.00  鋳鉄のくず  合金鋼のくず 

36 7204.21.00.00  ステンレス製のもの 

37 7204.29.00.00  その他のもの 
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No.  HS Code 品名 

38 7204.30.00.00  すずをめっきした鉄鋼のくず 

39 7204.41.00.00  切削くず及び打抜きくず（束ねてあるかないかを問わない） 

40 7204.49.00.00  その他のもの 

41 7204.00.00.00   

42 7503.00.00.00 ニッケルのくず 

43 7602.00.00.00 アルミニウムのくず 

44 ex.7802.00.00.00 鉛のくず 

45 7902.00.00.00 亜鉛のくず 

46 8002.00.00.00 すずのくず 

  81.01 タングステン及びその製品（くずを含む） 

47 8101.97.0.00  くず 

  81.02 モリブデン及びその製品（くずを含む） 

48 8102.97.00.00  くず 

  81.03 タンタル及びその製品（くずを含む） 

49 8103.30.00.00  くず 

  81.04 マグネシウム及びその製品（くずを含む） 

50 8104.20.00.00  くず 

  81.05 
コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルトの塊及び

粉 

51 8105.30.00.00  くず 

52 8106.00..10.00 ビスマス及びその製品（くずを含む） 

  81.07 カドミウム及びその製品（くずを含む） 

53 8107.30.00.00  くず 

54 8108.30.00.00 くず 

  81.09 ジルコニウム及びその製品（くずを含む） 

55 8109.30.00.00  くず 

  81.10 アンチモン及びその製品（くずを含む） 

56 8110.20.00.00  くず 

57 8111.00.00.00 マンガン及びその製品（くずを含む） 

  81.12 

ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウ

ム、ニオブ、レニウム及びタリウム（くずを含む）並びにこれらの製品（くずを含

む） 

58 8112.13.00.00  くず 

59 8112.22.00.00  くず 

60 8112.52.00.00  くず 

61 8112.92.00.00  塊、くず及び粉 
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No.  HS Code 品名 

62 8112.99.00.00  その他のもの 

63 8113.00.00.00 サーメット及びその製品（くずを含む） 

 

5-8-4 検査において確認する事項 

 ① 数量、体積、重量の確認 

 ② VO（検査申請書）に記載されている HS Codeと実貨物の HS Codeとの整合性 

 ③ 貨物の検査（目視による異物:危険物/有害・有毒物質の無混入確認、及び放射 

 線測定） 

 ④ コンテナの確認（外観、前荷が残っていないか等） 

 ⑤ バンニングの様子  

 ⑥ 封印の確認 

 ⑦ 写真撮影（空、中間、積載後、片面ドア、封印） 

 ⑧ 船積み状況の確認（Bulk Cargoの場合） 

 ⑨ 船積み状況の写真 

 

5-8-5 指定検査機関 

PT.SURVEYOR INDONESIA 及び PT.SUCOFINDO (PERSERO)が指定検査機関とされてい

るが、船積前検査申請はインドネシア輸入者が KSO SCISI（PT.SURVEYOR INDONESIA と

PT.SUCOFINDO (PERSERO)の合資会社）に行うことになる。 

日本国内においては、KSO SCISIが指定しているコテクナインスペクション・ジャパン（東

京都港区）が実際に検査を実施する。 

 

5-8-6 輸出及び船積前検査の流れ 

対象製品の売買契約成立後、輸入者より KSO SCISIへ船積前検査申請が行われ、コテク

ナインスペクション・ジャパンが船積前代行検査実施、検査終了後に KSO SCISIが輸入者

へ証明書（LS…Laporan Surveyers）を発行する。 

 

5-9 中古設備及び中古特殊車両 

インドネシアに中古設備或いは中古特殊車両を輸入する場合、対象原料が No. 48/M-DAG/ 

PER/12/2011 Attachmentに記されている輸入可能な設備或いは車両であり、且つ輸出国にお

いて船積み前に技術的な事実確認・調査が行われなければならない。但し、No. 48/M-DAG/ 

PER/12/2011 Attachmentに記されている輸入可能な設備であっても、その HS CODEの上位

二桁が 84或いは 85の中古設備は、製造から 20年以内のものでなければならない。 

 

5-9-1 インドネシアに輸入可能な中古設備及び中古特殊車両 

 インドネシアに輸入可能な中古設備及び中古特殊車両表 (No. 48/M-DAG/PER/12/2011 

Attachment)を別表Ⅰに示す。 
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5-9-2 検査において確認する事項 

 ① 輸出入会社名と住所 

 ② 輸入許可番号と許可日 

 ③ 価格（Invoice Value） 

 ④ 輸入 HS Code（10桁） 

 ⑤ 品名、型式、年式、 

 ⑥ 製造国と製造社名 

 ⑦ 設備或いは車両の明細と仕様 

 ⑧ 使用可能か復旧可能であること（スクラップでないこと） 

 ⑨ 積揚港名 

 

5-9-3 指定検査機関 

PT.SURVEYOR INDONESIA 及び PT.SUCOFINDO (PERSERO)が指定検査機関とされてい

る。船積前検査申請はインドネシア輸入者が PT.SURVEYOR INDONESIA 或いは PT. 

SUCOFINDO (PERSERO)の何れかを選択し行うことになる。 

日本国内においては、PT.SURVEYOR INDONESIAに申請した場合はセイフティテック株

式会社（神戸市中央区）が、PT.SUCOFINDO (PERSERO)に申請した場合は（一社）日本海

事検定協会が実際に検査を実施する。 

 

5-9-4 輸出及び船積前検査の流れ 

対象製品の売買契約成立後、輸入者より指定検査機関へ船積前検査申請が行われ、セイ

フティテック株式会社或いは日本海事検定協会が船積前代行検査実施、検査終了後に指定

検査機関が輸入者へ証明書（LS…Laporan Surveyers）を発行する。 

 

5-9-5 輸入禁止品に対する特例措置 

No. 48/M-DAG/PER/12/2011 (Attachment) に掲載されていない中古設備等、或いは No. 

48/M-DAG/PER/12/2011 (Attachment) に掲載されているが、その HS CODE の上位二桁が 84

或いは 85の中古設備で製造から 20年以上経過している設備をインドネシアに輸入するに

は、インドネシア工業省に申請を行い、商業省より”EXCEPTION LETTER”を入手した場合

に限り輸入を行うことができる。 

 

6. おわりに 

 本報告書記載の内容は、調査時点(2012年)の規制及び制度の概要であり、今後、変更があ

った場合は適時改定するとともに、関係者の皆様の意見等を踏まえて内容の充実に努める

所存である。また、本報告書記載の内容についての不明な点は、当協会に照会していただ

きたい。 

 



USED MACHINE

POSTAL
RATE/HS

GOODS’ DESCRIPTION INFORMATION

73.15 Chain and its part, made of iron or steel.
73.15.90 - Other parts:

1 7315.90.90.00 -- Others Only for heavy machinery component remanufactured
84.05 Gas producer generator or gas water generator, with or without

a purification equipment; acetylene gas generator and gas
generator with such water processing with or without
purification equipment.

2 84.05.10.00.00 Gas producer generator or gas water generator, with or without a
purification equipment; acetylene gas generator and gas generator
with such water processing with or without purifying machine.

84.07 Internal combustion engine Pistons back and forth or spinning
fire sparks.

84.07.29 - - Others:
3 8407.29.20.00 - - - With a  power not exceeding  22,38 kW (30hp)

8407.29.90 - - - Others:
4 8407.29.90.10 - - - With a power exceeding 22,38 (30hp) but not exceeding 100 kW

(134 hp)

84.08 Internal combustion Pistons engine flame compression (diesel
machine or semi-diesel machine).

8408.10 Water vehicle machinery mover:
5 8408.10.30.00 - - With a power exceeding 22,38 kW but not exceeding 100 Kw Only for power above 25Kw

8408.10.90 - - Others:
6 8408.10.90.10 - - - With power exceeding 100 kW but not exceeding 750kW
7 8408.10.90.90 - - - Others:

8408.20 - Type of machine used to move the  vehicle from Chapter 87:
- - Completely assembled

No. 48/M-DAG/PER/12/2011
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USED MACHINE

POSTAL
RATE/HS

GOODS’ DESCRIPTION INFORMATION

No. 48/M-DAG/PER/12/2011

- - - Others:
8 8408.20.21.00 - - With cylinder capacity not exceeding  2000 cc Only for diesel motor above 25 Kw

8408.20.23 - - - - With cylinder capacity exceeding 3500cc:
9 8408.20.23.20 - - - - With cylinder capacity exceeding 20,000cc Only for remanufactured industry of dump truck

8408.90 - Other machines:
8408.90.50 - - With a power exceeding 100  kW:

10 8408.90.50.30 - - For machine of post 84.29 or 84.30 Only for remanufactured component of  postal rate of 8429
and 8430

84.09 Parts suitable for use solely or principally with the machinery of
post 84.07 or 84.08.

- Others:
8409.91 - - Suitable  for use only solely or principally with the engines of

internal combustion piston sparks fire:

- - - For machine of 84.29 or 84.30 post
11 8409.91.12.00 - - - - Cylinder block Only for Only for heavy machinery component

remanufactured industry

12 8409.91.14.00 - - - - Other cylinder line Only for Only for heavy machinery component
remanufactured industry.

84.11 Turbo-jet, turbo-propeller and other gas turbine.
84.11 - Other gas turbine:

13 8411.81.00.00 - With a power not exceeding5,000 kW
14 8411.82.00.00 - With a  power exceeding 5,000 kW
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USED MACHINE

POSTAL
RATE/HS

GOODS’ DESCRIPTION INFORMATION

No. 48/M-DAG/PER/12/2011

84.13 Fluid pump, whether equipped with measuring instrument or not;
fluid elevator

84.13.70 - Other centrifugal pump:
- - Single stage water pump with single vacuum horizontal can be
used as belt generator or direct assembler besides pump with ace
used with prime mover:

15 8413.70.39.00  - - - Others Only for remanufactured of industrial component of 8429 and
8430 postal rate

- - Other water pump with flow rate not exceeding 8,000m3/hour:
8413.70.41 - - - With diameter inlet size  not badminton 200 mm:

16 8413.70.41.20 - - - Not electrically-operated Only for remanufactured of industrial component of 8429 and
8430 postal rate

- Other pump; fluid elevator:
8413.81 - - Pump:
8413.81.11 - - - Other water pump with flow rate not exceeding 8,000m3/hour:

17 8413.81.11.10 - - Electrically-operated Only for  remanufactured industrial component of 8429 and
8430 postal rate

18 8413.81.11.20 - -Not electrically-operated Only for  remanufactured industrial component of 8429 and
8430 postal rate

19 8413.81.19.00 - - - Others Only for remanufactured  industrial component of 8429 and
8430 postal rate
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USED MACHINE

POSTAL
RATE/HS

GOODS’ DESCRIPTION INFORMATION

No. 48/M-DAG/PER/12/2011

84.14 Pumps air or vacuum pump ,of air or gas compressors and the fan
vent hood or hood recycling merged with fan, equipped with a
filter/sieve or not.

20 8414.40.00.00 - Air compressor mounted on a wheeled chassis for withdrawn.
- Fan:
- - Others:
- - With capacity not exceeding 125 kW

21 8414.59.20.00 - - - - Anti explosion fan, of common type used in mining
84.17 Stove and ovens include laboratory or industrial incinerator instead

of electricity.

22 8417.10.00.00 Stove and oven for roasting, melting or other heat treatment of ores,
pyrites or  of metals.

84.18 Refrigerator, freezer and refrigerator equipment or other
freezer, electricity or others; heat pump other than temperature
regulator machine from post 84.15

- Other equipment of refrigerator or freezer; heat pump:
84.18.69 - - Others:
84.18.69 - - - Water chiller with cooling capacity exceeding 21,10 kW:

23 8418.69.41.00 - - - - For temperature regulator machine.
84.22 Dishwasher; machine for cleaning or drying bottles or other

containers; machine for filling, closing, sealing or attaching
label on the bottles, cans, boxes, bags or other packaging
machine for closing with membrane in bottles, jars, tube

24 8422.30.00.00 Filling, closing, sealing or labeling on the bottle, can, box, sack or
other packaging machine; membrane closing on the bottle, jar, tube
and that kind of packaging machine; beverage generated machine.
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USED MACHINE

POSTAL
RATE/HS

GOODS’ DESCRIPTION INFORMATION

No. 48/M-DAG/PER/12/2011

25 8422.40.00.00 - Other packing or wrapping machine (including heat-shrink
wrapping machine)

84.23 Scale machine ( not including the scale with scale sensitivity of 5
cg or more), including machine counter or examiner machine
operated with kids scale; kids scale of all kinds scale machine.

- Other scale machine :
8423.89 - - Others:

26 8429.89.10.00 - - - Electrically operated
84.25 Pulley and crane, besides skip crane; crane and capstan; jack

Pulley and crane besides skip crane or type of crane used to lift the
27 84.25.11.00.00 - - Driven by electric motor

- Other crane; capstan:
28 8425.31.00.00 - -Driven by electrical motor

- Jackscrew; type of crane used to lift the vehicle:
8425.49 - - Others:

29 8425.49.10.00 - - - - Electrically operated
84.26 Ship crane; crane including cable crane; mobile scheme lifter,

straddle carrier and crane equipped truck.

- Over head traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge
crane, mobile scheme lifter and straddle carrier.

30 8426.12.00.00 Wheeled mobile scheme lifter and straddle carrier. Except truck crane
8426.19 - - Others:

31 8426.19.20.00 - - - Bridge crane
32 8426.19.30.00 - - - Gantry crane
33 8426.19.90.00 - - - Others
34 8426.20.00.00 - Tower crane

- Other machine,  automatic powered machine
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USED MACHINE

POSTAL
RATE/HS

GOODS’ DESCRIPTION INFORMATION

No. 48/M-DAG/PER/12/2011

35 8426.41.00.00 - - Using wheels Except  truck crane
- Other Machine:

36 8426.91.00.00 - Designed to be mounted on land vehicle.
84.27 Forklift truck: Other working truck equipped with lifter or

37 8427.10.00.00 - Automatic powered truck driven by electrical motor Forklift driven by electrical motor
38 8427.20.00.00 - Other automatic powered truck Forklift driven by engine.

84.29 Automatic powered bulldozer, angle dozer, flatten machine,
leveler scraper, mechanical spade, excavator, shovel loader,
condenser and road-roller machine.

- Bulldozer and angle dozer
39 8429.11.00.00 - - Track laying Except bulldozer powered with 160-250 hp
40 8429.19.00.00 - - Others Except bulldozer powered with 160-250 hp
41 8429.20.00.00 - - Grader and flatten machine

8429.40 - Condenser and road-roller machine:
42 8429.40.30.00 - - Condenser Except road-roller with 10-15 tons weight.
43 8429.40.40.00 - - Vibratory smooth drum roller with drum centrifugal force not

exceeding 20 tons based on weight.
Except road-roller with 10-15 tons weight.

44 8429.40.50.00 - - Other vibratory road-roller. Except road-roller with 10-15 tons weight.
45 8429.40.90.00 - - Others Except road-roller with 10-15 tons weight

- Mechanical spade, excavator and shovel loader.
46 8429.51.00.00 - - Front-end shovel loader
47 8429.52.00.00 360o rotating machine on its ground building. Except excavator powered with 70-325 hp

84.30 Manufacturing, flattening, leveling, scrapping, digging,
condensing, arranging, mixing or other drilling machine for soil,
minerals or ores; stake pole and stake drill; snow plough and
snow blower.

48 8430.10.00.00 - Stake pole and stake drill
- Rock or coal cutter and tunnel  machine:

49 8430.31.00.00 - - Automatic powered machine
8430.3 - Other drilling or sinking machine

50 8430.41.00.00 - - Automatic powered machine
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USED MACHINE

POSTAL
RATE/HS

GOODS’ DESCRIPTION INFORMATION

No. 48/M-DAG/PER/12/2011

8430.49 - - Others:
51 8430.49.10.00 - - - united well-hole platform and production module used in

drilling operation.

52 8430.50.00.00 - Other machines, automatic powered machines:
84.31 Parts suitable for use solely or principally with the machinery of

post 84.25 until 84.30.

8431.10 - From machinery of post 84.25
- From electrically operated machine:

53 8431.10.13.00 - - From the goods on sub post 8425.11.00, 8425.31.00 or
843. - From the goods of post 84.26, 84.29 or 84.30
8431.41 - - Bucket, spade, grab and grip:

54 8431.43.00.00 - - Part of drilling or sinking machine on 8430.41 or 8430.49
84.39 Pulp production machine from cellulose in order to make or

finish the paper or carton.

55 8439.20.00.00 Paper or carton production machine.
56 8439.30.00.00 Paper or carton finishing machine.

- Parts:
84.40 Book binding machine, including book sewing machine.
8440.10 - Machinery:

57 8440.10.10.00 - - Electrically operated
84.41 Other paper pulp, paper or carton production Machine ,

including cutting machine of all kinds.

8441.10 - Cutting machine:
58 8441.10.10.00 - - Electrically operated

8441.20 - Bag, sack or envelope production machine:
59 8441.20.10.00 - - Electrically operated
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POSTAL
RATE/HS

GOODS’ DESCRIPTION INFORMATION

No. 48/M-DAG/PER/12/2011

8441.30 - Card box, box, trunk, tube, drum or that kind of packaging
production machine besides by printing.

60 8441.30.10.00 - - Electrically operated
8441.40 - Printing machines of goods from paper pulp, paper or carton:

61 8441.40.10.00 - - Electrically operated
8441.80 Other machines:

62 8441.80.10.00 - - Electrically operated
84.42 Machine, apparatus and equipment (excluded the toll machine

set out in 84.56 until 84.65 posts), to prepare or producing plat,
printing cylinder or other printing components; cylinder
printing plat and lithograph stone prepared for printing

Machine, apparatus and equipment (excluded the toll machine
set out in 84.56 until 84.65 posts), to prepare or producing plat,
printing cylinder or other printing components; cylinder
printing plat and lithograph stone prepared for printing
necessary

8442.30 - Machine, apparatus and equipment:
63 8442.30.10.00 - - Electrically operated

84.43 Printing machine used to print using plat, cylinder and other
printing components from post 84.42; printing machine,
photocopy machine and other facsimile

- Printing machine used to print using plat, cylinder and other
printing components from post 84.42 :

64 8443.11.00.00 -- Offset printing machine, reel-fed
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POSTAL
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GOODS’ DESCRIPTION INFORMATION

No. 48/M-DAG/PER/12/2011

65 8443.12.00.00 - - Offset printing machine, sheet-fed, office type ( using sheets on
one of its side not exceeding from 22 cm and on the other side not
exceeding from 36 cm in unfolded condition)

66 8443.13.00.00 - - Other offset printing machine
67 8443.14.00.00 - - letter press printing machine, reel-fed excluding flexographic
68 8443.15.00.00 - - letter press printing machine, besides reel-fed, excluding

flexographic printing.

69 8443.16.00.00 - - Flexographic printing machine
70 8443.17.00.00 - - Graphic printing machine

8443.17 - - Other printer, photo copy and facsimile machines, either
combined or not.

8443.39 - Others:
- - Electrostatic photocopy apparatus operated by producing original
picture directly on the copy (direct process):

71 8443.39.19.00 - - - - Others
8443.39.20 - - - Electrostatic photocopy apparatus operated by reproducing

original picture through a medium on the copy (indirect process):

72 8443.39.20.90 - - - - Others
8443.39.30 - - - Other photocopy apparatus equipped with optic system:

73 8443.39.30.90 - - - - Others
84.44 Extruding, pulling, texturing, cutting synthetic textile material

74 8444.00.10.00 - Electrically operated
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POSTAL
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GOODS’ DESCRIPTION INFORMATION

No. 48/M-DAG/PER/12/2011

84.45 Manufacturing textile fiber machine; spinning, duplicating or
twisting machine and other textile thread producer machine;
textile curling or rolling (including cloth thread roller) and
machine to prepare textile thread used in the specified machine
in pos
Manufacturing textile fiber machine:

84.45.11 - - Raking machine:
75 8445.11.10.00 -- Electrically operated

8445.12 - -Sweeping machine:
76 8445.12.10.00 - - Electrically operated

8445.13 - - pulling or roving machine
77 8445.13.10.00 - - - Electrically operated

8445.19 - - Others:
78 8445.19.10.00 - - - Electrically operated

8445.20 - Textile thread spinning machine
79 8445.20.10.00 - - Electrically operated

8445.30 - Duplicating or textile thread spinning machine:
80 8445.30.10.00 - Electrically operated

8445.40 - - Rolling machine (including cloth thread rolling) or textile thread
curling machine

81 8445.40.10.00 - - Electrically operated
8445.40.90 - Others:
84.46 Looming machine
8446.10 - To loom cloth with width not exceeding 30 cm:

82 8446.10.10.00 - - Electrically operated
- To loom cloth with width exceeding 30 cm, spinning type:

83 8446.21.00.00 - - Power loom
84 8446.30.00.00 - To loom cloth with width over 30 cm, non-rolling type
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POSTAL
RATE/HS

GOODS’ DESCRIPTION INFORMATION

No. 48/M-DAG/PER/12/2011

84.47 Knitting machine, stitch-bonding machine and wrapped-round
thread producer machine, tulle, lace, embroidery, neater, fabric
or network and fringe producer machine.

- Round knitting machine
8447.11 - - With cylinder diameter not over than 165 mm:

85 8447.11.10.00 - - - Electrically operated
8447.12 - - With cylinder diameter over than 165 mm:

86 8447.12.10.00 - - Electrically operated
8447.20 - Flat knitting machine: bundle stick machine:

87 8447.20.10.00 - - Electrically operated
84.48 Helper machine used with machine from post 84.44, 84.45, 84.46

or 84.47 (such as: dobby, jacquard, automatic movement
stopper, roll accelerator mechanism); parts suitable for use
solely or principally with this machinery of or from post 84.44,
84 45 84- Helper machine for machine from 84.44, 84.45, 84.46 or 84.47

8448.11

88 8448.11.10.00 - - Electrically operated
8448.19 - - Others:

89 8448.19.10.00 - - Electrically operated
90 8448.20.00.00 - Parts and accessories of machine from 84.44 post or the helper

- Parts and accessories of machine from 84.45 post or the helper
91 8448.32.00.00 Parts of textile fiber manufacturing machine besides card clothing
92 8448.39.00.00 - - Others

- Parts and accessories of machine from 84.47 post or the helper
93 8448.59.00.00 - - Others

84.51 Machine (besides machine from post 84.50) to wash, clean,
squeeze, rinse, iron, press (including pressing fusion), bleach,
dye, arrange, finish, cover or penetrate textile thread, cloth or
ready textile product and machine to paste on basic cloth or othe

- - Dobby and jacquard: card reduction, duplicating machine, punch
or assembling machine used according to the machine:
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94 8451.10.00.00 - Dry cleaning machine
- Drying machine

95 8451.29.00.00 - - Others
8451.30 - Ironing and pressing machine (including pressing fusion):

96 8451.30.10.00 - Single roller type domestic ironing machine
97 8451.30.90.00 - - Others
98 8451.40.00.00 -Washing, bleaching or dying machine
99 8451.50.00.00 - Rolling, unrolling, folding, cutting or serrated cutting on textile

fiber machine

84.52 Sewing machine, besides of book sewing machine set out in 84.40
post; furniture, basic and cover especially designed for sewing
machine; sewing machine needle.

- Other sewing machine:
10 8452.21.00.00 - - Automatic unit

84.53 Machine to manufacture, tan or flay or leather process or to
produce or repair footwear or other things made of flay or
leather, besides sewing machine.

8453.10 - Machine to manufacture, tan or flay or leather process:
10 8453.10.10.00 - - Electrically operated

8453.20 - Machine to produce or repair the footwear:
10 8453.20.10.00 - - Electrically operated

84.54 Converter, ladle, in got printing machine and pouring machine
of type used in metallurgy or cast-metal.

10 8454.20.00.00 - Ingot printing and ladle
10 8454.30.00.00 - Pouring machine
10 8454.90.00 - Parts
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84.55 Tools machine to process various materials by disappearance of
materials through laser irradiation or other rays or photon
rays, ultrasonic, electro irradiation, chemical electro, electron
rays, ionic rays or arc plasma; water-jet cutter machine.

10 8456.10.00.00 - Operated by using laser irradiation or other rays or photon rays.
10 8456.30.00.00 - Operated by using electro irradiation process

8456.90 - Others:
10 8456.90.90.00 - - Others

84.57 Machining center, construction machinery unit ( single station )
and multi-station transfer machine, to do the metal processing.

10 8457.10.00.00 - Machining center
11 8457.20.00.00 - Construction machinery unit      (single station)

84.58 Lathe machine  (including turning center) to disappear the
- Horizontal lathe machine:

11 8458.11.00.00 - -Numerically controlled
8458.19 - - Others:

11
2

8458.19.10.00 - - - With the distance between spindle center and bed not over than
300 mm

11 8458.19.90.00 - - - Others
- Other lathe machine

11 8458.91.00.00 - - Numerically controlled
8458.99 - - Others:

11
5

8458.99.10.00 - - - With the distance between spindle center and bed not over than
300 mm

11 8458.99.90.00 - - - Others
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84.59 Tools machine (including way-type unit hoard machine) to bore,
drill, grind and screw or groove by disappearing the metal,
besides using lathe machine ( including turning center) from
84.58 post.

8459.10 - Way-type unit head-machines:
11 8459.10.10.00 - - Operated electrically

- Other bore machine:
8459.29 - - Others:

11 8459.29.10.00 - - - Electrically operated
- Other drill-grinder machines:

11 8459.31.00.00 - - Numerically controlled
8459.39 - - Others:

12 8459.39.10.00 - - - Electrically operated
8459.40 - Other drilling machine:

12 8459.40.10.00 - - Electrically operated
- Grinder machine, knee type:

8459.59 - - Others:
12 8459.59.10.00 - - - Electrically operated

- Other grinder machine:
12 8459.61.00.00 - - Numerically controlled

8459.69 - - Others:
12 8459.69.10.00 - - - Electrically operated

8459.70 - Other screw or groove maker machine:
12 8459.70.10.00 - - - Electrically operated

84.60 Tools machine to smoothen, sharpen, grind, rub, scour, polish or
finish the metal or cermets in different way by using grind-
stones, sand-paper or polishing product besides gear cutting
machine, gear grinder or gear finishing machine of post 84.61 .

- Flat surfaced grind machine which its spindle’s position can be set
in at least 0,01 mm accurate:
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8460.19 - - Others:
12 8460.19.10.00 - - - Electrically operated

- Other grinder machine which its spindle’s position can be set in at
least 0,01 mm accurate:

8460.29 - - Others:
12 8460.29.10.00 - - - Electrically operated

- Sharpen machine (tools or grind cutting):
8460.39 - - Others:

12 8460.39.10.00 - - - Electrically operated
8460.40 - Chamois or grinder machine:

12 8460.40.10.00 - - Electrically operated
84.61 Tools machine used to smooth, shape, plane, bore, gear-cutting,

gear grind or gear finishing, saw, cut  and other tools machine
that working by disappearing the metal or cermets, not detailed
or including in other posts.

8461.20 - Shaping or planning machine:
13 8461.20.10.00 - - Electrically operated

8461.30 - Perforating machine:
13 8461.30.10.00 - - Electrically operated

8461.40 - Gear cutting machine, gear grinder or gear finishing machine:
13 8461.40.10.00 - - Electrically operated

8461.50 - Sawing or cutting machine:
13 8461.50.10.00 - - Electrically operated

8461.90 - Others:
- - Electrically operated

13 8461.90.11.00 - - - Planning machine
13 8461.90.19.00 - - - Others
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84.62 Tools machinery (including pressing machine) to process the
metal by, forging, hammering, pounding; tools machinery
(including pressing machine) to process the metal by bending,
folding, straightening, flattening, cutting, holing or carving;

i h8452.10 - Forging or pounding machine (including pressing machine) and
hammering machine:

13 8462.10.10.00 - Electrically operated
- Bending, folding, straightening or flattening machine (including
pressing machine):

13 8462.21.00.00 - - Numerically controlled
8462.29 - - Others:

13 8462.29.10.00 - - - Electrically operated
- Cutting machine (including pressing machine), besides the
combination between holing and cutting machine:

8462.39 - - Others:
13 8462.39.10.00 - - - Electrically operated

- Holing or carving machine (including pressing machine), including
the combination between holing and cutting machines:

8462.49 - Others:
14 8462.49.10.00 - - - Electrically operated

- Others:
14 8462.91.00.00 - - Hydraulic pressing machine

- - Others:
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14
2

8462.99.10.00 - - - Machine that used to produce box, can and that kind of
packaging from tin plate, is operated electrically

14 8462.99.50.00 - - - Others, electrically operated
84.63 Other tools machinery to process the metal or cermets without

disappearing the materials.

8463.10 - Draw-bench for stick, cylinder, profile, wire or that kind of things:
14 8463.10.10.00 - Electrically operated

8463.20 - Screw-grind machine:
14 8463.20.10.00 - Electrically operated

8463.30 - Wire processing machine:
14 8463.30.10.00 - - Electrically operated

8463.90 - - Others:
14 8463.90.10.00 - - Electrically operated

84.64 Tools machinery to process the stone, ceramic, concrete, cement
asbestos or such kind minerals substance or to process the glass
in chilled way.

8464.20 - Grinder or polisher machine:
14 8464.20.10.00 - - Electrically operated

84.65 Tools machinery (including machine for nailing, stapling,
sticking or assembling in different way) to process woods,
sponge, bones, hard rubber, hard plastic or that kind of hard
materials.

- Others:
8465.91 - Sawing machine:

14
9

8465.91.10.00 - - To scratch printed circuit board or printed writing board or basic
layer of printed circuit board or printed writing board, electrically
operated
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15 8465.91.20.00 - - - Others, electrically operated
8465.92 - Planning, rolling or printing machine (by cutting):

15 8465.92.20.00 - - -  Others, electrically operated
8465.93 -- Grinder, chamois or polisher machine:

15 8465.93.10.00 - - - Electrically operated
8465.94 - - Bending or assembling machine:

15 8465.94.10.00 - - Electrically operated
8465.95 - - Grinder or mortar machine:

15
4

8465.95.10.00 - - - Grinder machine for printed circuit board or printed writing
board making with spinning speed over than 50,000 rpm by using
drill-sheave with diameter handle not exceeding 3,175 mm

15 8465.95.30.00 - - - Others, Electrically operated
8465.96 - - separating, slicing or peeling machine:

15 8465.96.10.00 - - - Electrically operated
8465.99 - - Others:

15 8465.99.30.00 - - - Lathe machine, electrically operated
15 8465.99.60.00 - - - Others, electrically operated
15 8465.99.90.00 - - - Others

84.71 Automatic data processing machine　and its unit; magnetic or
optic reader, machine to copy data into data media in form of
code and machine to process that data, non-detailed information
or included in other post.

Other digital automatic data processing machine:
8741.41 - - Inside the same place at least one unit processing center and one

input and output unit, either combined or not:

16 8741.41.10.00 - - - Personal computer not included portable computer at 8471.30
84.77 Machine for processing the rubber or for product making of

that material, non-detailed or included in other post in this
Chapter.

18/31



USED MACHINE

POSTAL
RATE/HS

GOODS’ DESCRIPTION INFORMATION

No. 48/M-DAG/PER/12/2011

8477.10 - Injection printing machine:
16 8477.10.10.00 - - For rubber printing

- - For plastic printing:
16 8477.10.31.00 - - - Poly printing injection machine (vinyl chloride)

8477.20 - Extrusion:
16 8477.20.10.00 - For rubber extrusion
16 8477.20.20.00 - For plastic extrusion
16 8477.30.00.00 - Blow printing machine

8477.40 - Vacuum printing machine and other thermoforming machine:
16 8477.40.20.00 - For plastic printing and forming

8477.80 - Other machine:
- - To process the plastic or to make product from plastic, the
machine is operated electrically:

16
7

8477.80.31.00 - - - Lamination pressing for printed circuit board or printed writing
board making

84.78 Machine to process or make tobacco into ready stuff, is non-
detailed or included in other post in this Chapter.

8478.10 - Machine:
16 8478.10.10.00 - - Electrically operated

84.79 Machine or mechanical tools has specific function, that non-
detailed mentioned or included in other post in this Chapter.

8479.10 - Machine for general works, construction or such things:
16 8479.10.10.00 - - Electrically operated

8479.20 - Machine for extracting or processing fat or certain animal or
17 8479.20.10.00 - - Electrically operated
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8479.30 -Pressing machine used for particle board or fiber construction board
making of wood or other lignin materials and the other machine is
for wood and sponge processing:

17 8479.30.10.00 - - Electrically operated
17 8479.50.00.00 - Robotic industry, non-detailed or included in other post.

- Machine and other mechanical tools:
8479.81 - - For metal processing, including electric wire roller:

17 8479.81.10.00 - - - Electrically operated
8479.82 - - Mixing, batter, destroyer, grinder, filter, alternator, homogeneous,

emulsifier or stirring machine:

17 8479.82.10.00 - - - Electrically operated
84.80 Printing box for metal foundry; printing base; printing pattern;

metal printing (besides ingot printing), metal carbide, glass,
minerals, rubber or plastic.

8480.30 - Printing pattern:
17 8480.30.90.00 - - Others:

- Metal or metal carbide printing:
17 8480.41.00.00 - - Injection type or compression
17 8480.49.00.00 - - Others
17 8480.50.00.00 - Glass printing

- Rubber or plastic printing:
8480.71 - Injection type or compression:

17 8480.71.10.00 - - - Foot wear sole printing
8480.71.90 - - - Others:

18 8480.71.90.90 - - - - Others
84.83 Spindle and handle’s transmission (including rotating and

handling spindle); place of elevation and plain spindle elevation;
gear and gearing; ball screw or roller screw; gear box and other
accelerator, including cylinder converter; force wheel and pulley
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8483.30 - Place of elevation, not combined with bullet or rolling elevation,
plain spindle elevation:

18 8483.30.90.00 - - Others
8483.40 - Gear and gearing, besides cogged wheel, chain sprocket and other

transmission element, proposed separately; ball screw or roller
screw; gear box and other accelerator, including cylinder converter:

18 8483.40.30.00 - For machine from post 84.29 or 84.30
18 8483.40.90.00 - - Others

85.01 Motor and electricity generator (excluding a set of electricity
8501.10 - Motor with output not exceeding 37,5W:

- - DC motor:
- - - Others:

18
4

8501.10.41.00 - - - - From type that used for stuffs of 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 or
85.16 post

8501.20 - AC/DC universal motor with output exceeding 37,5W:
- - With output not exceeding 1 kW:

18 8501.20.19.00 - - - Others
- Other AC motor, multi-phase:

8501.52 - - With output exceeding 750W but not over than 75kW:
- - - With output not exceeding 1 kW:
- - - With output exceeding 37,5 kW:

18 8501.52.31.00 - - - - From type used for the stuff of  84.15, 84.18, 84.50, 85.09 or
18 8501.52.39.00 - - - - Others

- AC generator (alternator):
18 8501.63.00.00 - - With output exceeding 375 kVA but not over than 750 Kva
18 8501.64.00.00 - - With output exceeding 750 kVA

85.02 Set of electricity generator and rolled converter.
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- Set of electricity generator with internal combustion Pistons engine
flame compression (diesel machine or semi-diesel machine).

8502.12 - - With output exceeding 75 kVA but not over than 375 kVA:
19 8502.12.20.00 - - - With output exceeding 125 kVA

8502.13 - - With output exceeding 375 kVA:
19 8502.13.10.00 - - - With output exceeding 12,500 kVA (10,000 kW) or more
19 8502.13.90.00 - - - Others

8502.20 - Set of electricity generator with internal combustion engine pistons
in fire sparks.

- - With output exceeding 10,000 kVA:
19 8502.20.49.00 - - - Others

- Set of another electricity generator:
8502.39 - - Others:

19 8502.39.20.00 - - - With output exceeding 10 kVA but not over than 10,000 kVA
- - - With output exceeding 10,000 kVA:

19 8502.39.39.00 - - - - Others
85.04 Electric transformer, static converter (such as: rectifier) and
8504.40 - Static converter:

- - Static converter for automatic data processor and its unit and
telecommunication apparatus:

Specific configuration for cellular BTS that has not been
produced in Indonesia with specification:

“MCS 1800-48v Rectifier
1.wide input voltage range: 90-275 Vrms
2.Power Factor Correction 0.99
3.Operating temperature range up to 65 Celsius degree.

- - Other rectifier19
6

8504.40.30.00
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19 8504.40.90.00 - - Others 4.Intelligent micro-processor controlled
85.14  Stove and industry electric oven or laboratory (including that

functioned as induction or dielectric loss);industry or laboratory
other equipment for material heat processing by using induction
or dielectric loss.

19 8514.10.00.00 - Heat-proof stove and oven
- Other apparatus for transmitting or receiving sound, image or other
data including telecommunication apparatus in cable or non-cable
network (like local or wide network area):

19 8517.61.00.00 - Base station
8517.62 - - Machine for receiving, converting and voice ,image or other data

transmitting or regenerating, including switching and routing
apparatus:

20
0

8517.62.10.00 - - - Type of radio transmitter and receiver used for simultaneous
interpreting in multi-lingual conference

- - - Unit of automatic data processor machine besides from post
20 8517.62.21.00 - - - - Control unit and adaptor, including gateway, bridge and router
20 8517.62.29.00 - - - - Others
20 8517.62.30.00 - - - - Apparatus telephone line or telegraphy removal

- - - Apparatus for line system electric wave carrier or digital line
20 8517.62.41.00 - - - - Modem including cable modem and card modem
20 8517.62.42.00 - - - - Concentrator or multiplexer
20 8517.62.49.00 - - - - Others

- - - Other transmitter apparatus combined with receiver apparatus:
20 8517.62.51.00 - - - Non-cable LAN
20
8

8517.62.52.00 - - - - Transmitter and receiver apparatus from the type used for
simultaneous interpreter in multi-lingual conference
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20 8517.62.53.00 - - - - Other transmitting apparatus for telephony-radio or telegraphy-
21 8517.62.59.00 - - - - Others

- - - Other transmitting apparatus
8517.70 - Part:

- - From transmitting apparatus besides radio broadcasting or
television transmitting, or portable receiver for calling, warning or
messaging and paging alert equipment, including pager:

21 8517.70.21.00 - - - - From telephone cellular
21 8517.70.29.00 - - - Others

- - Other printed circuit board, assembled:
21 8517.70.31.00 - - - from stuffs for telephony line or telegraphy
21 8517.70.32.00 - - - for radio-telephony or radio-telegraphy channel
21 8517.70.39.00 - - - Others
21
6

8517.70.40.00  - - Aerial or antenna from the type used by apparatus for radio-
telephony or radio-telegraphy

- - Others
21 8517.70.91.00 - - - - From stuffs for telephony or telegraphy channel
21 8517.70.92.00 - - - - From stuffs for radio-telephony or radio-telegraphy channel
21 8517.70.99.00 - - - Others

85.31 Voice signal or visual electric apparatus (such as, bell, siren,
indicator panel, burglar or fire alarm), besides that set out from
post 85.12 or 85.33

22
0

8531.20.00.00 - Indicator panel with liquid crystal devices (LCD) or light remitting
diodes (LED)

87.08 Vehicle’s parts and accessories from post 87.01 until 87.05
8708.30 - Brake and servo brake; its part:

22 8708.30.90.00 - - Others Only for heavy machinery component remanufactured
8708.40 - Gear box and its part:
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- - Gear box, unassembled:
8708.40.27 - - - For vehicle from post 87.04 or 87.05: Only for heavy machinery component remanufactured

22 8708.40.27.10 - - - - From vehicle from tariff post 8704.10.28.00  with 1,2 tons or
8708.50 - Spindle mover with differentiation either equipped with other

transmitting component or not and spindle without generator; its
part:

- - Unassembled:
22 8708.50.13.00 - - - For vehicle from post 87.04 or 87.05 Only for heavy machinery component remanufactured
22 8708.50.19.00 - - - Others Only for heavy machinery component remanufactured

- - - Assembled:
8708.50.27 - - - For vehicle from post 87.04 or 87.05:

22
5

8708.50.27.10 - - - - For vehicle from postal rate 8704.10.28.00 with spindle mover
diameter 120mm or more

Only for heavy machinery component remanufactured
industry

22 8708.50.27.90 - - - - Others Only for heavy machinery component remanufactured
8708.70 - Wheel and its part and accessories:

- - Cover wheel rims :
22 8708.70.17.00 - - - For vehicle from post 87.02 or 87.04 Only for heavy machinery component remanufactured
22 8708.70.19.00 - - - Others Only for heavy machinery component remanufactured

- - Wheels without any tire on:
8708.70.39 - - - Others:

22
9

8708.70.39.10 - - - - For vehicle from postal rate 8704.10.28.00 with 1,000 mm or
more diameter

Only for heavy machinery component remanufactured
industry

- - Others:
23 8708.70.96.00 - - - For vehicle from post 87.02 or 87.04 Only for heavy machinery component remanufactured
23 8708.70.99.00 - - - - Others Only for heavy machinery component remanufactured

- Other part and accessory:
8708.99 - - Others:

- - - For vehicle from post 87.02, 87.03 or 87.04
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- - - - Fuel tank and its part:
23 8708.99.21.00 - - - - - Fuel tank Only for heavy machinery component remanufactured

- - - - Chassis scheme or its part:
8708.99.63.20 - - - - For vehicle from post 87.04:

23 8708.99.63.20 - - - -With gross vehicle weight exceeding 24 tons Only for heavy machinery component remanufactured
23 8708.99.70.00 - - - - Others Only for heavy machinery component remanufactured
23 8708.99.90.00 - - - Others Only for heavy machinery component remanufactured
23
6

8801.00.00.00 Air balloon and air balloon that can be steered; glider, hang-
glider and other air-vehicle without generator force.

88.02 Other air vehicles (such as, helicopter, airplane);space-craft
(including satellite) and launcher space-craft and sub-orbital.

- Helicopter:
23 8802.11.00.00 - - With unloaded weight not exceeding 2,000 kg
23 8802.13.00.00 - - With unloaded weight exceeding 2,000 kg

8802.20 - Airplane and other aircraft, with unloaded weight not exceeding
23 8802.20.10.00 - - Airplane
24 8802.20.90.00 - - Others

8802.30 - Airplane and other aircraft, with unloaded weight exceeding 2,000
kg but not exceeding 15,000 kg:

24 8802.30.10.00 - - Airplane
24 8802.30.90.00 - - Others

8802.40 - Airplane and other aircraft, with unloaded weight exceeding 15,000
24 8802.40.10.00 - - Airplane
24 8802.40.90.00 - - Others
24
5

8802.50.00.00 - Spacecraft (including satellite) and suborbital launcher vehicle and
spacecraft launcher
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88.03 Parts of stuffs in post 88.01 or 88.02
24 8803.10.00.00 - Propeller and rotor and its parts
24 8803.20.00.00 - Base scheme and its parts
24 8803.30.00.00 - Other parts of airplane or helicopter

8803.90 - Others:
24 8803.90.10.00 - - From communication satellite
25 8803.90.20.00 - - From air balloon, glider or kites
25 8803.90.90.00 - - Others

88.04 Parachute (including steerable parachute and paraglide) and rot
chute; its parts and accessories.

25 8804.00.10.00 - Rot chute and its parts
25 8804.00.90.00 - Others

88.05 Spacecraft launcher gear; deck arrestor or that kind of gear;
flying training airplane on land; parts of such thing.

25
4

8805.10.00.00 - Spacecraft launcher gear and its parts; deck-arrestor or that kind of
tool and its parts

- Flying training airplane on land and its parts:
25 8805.21.00.00 - Air fighting simulator and its parts

8805.29 - - Others:
25 8805.29.10.00 - Flying training airplane on land
25 8805.29.90.00 - - Others

89.01 Cruise ship, excursion ship, ferry, cargo ship, barge ship and
such water vehicle for people or goods transportation.
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89.01.10 - Cruise ship, excursion ship and such water vehicle especially
designed for people’s transportation; all kinds of ferry:

25 8901.10.10.00 - - With gross  tonnage not exceeding 26
25 8901.10.20.00 - - With gross tonnage exceeding 26 but not over than 500
26 8901.10.60.00 - - With gross tonnage exceeding 500 but not over than 1,000
26 8901.10.70.00 - - With gross tonnage exceeding 1,000 but not over than 4,000
26 8901.10.80.00 - - With gross tonnage exceeding 4,000 but not over than 5,000
26 8901.10.90.00 - - With gross tonnage exceeding 5,000

8901.20 - Tanker:
26 8901.20.50.00 - - With gross tonnage not exceeding 5,000 For tanker with gross tonnage until 3,000 DWT
26 8901.20.70.00 - - With gross tonnage exceeding 5,000 but not exceeding 50,000
26 8901.20.80.00 - - With gross tonnage exceeding 50,000

8901.30 - Air-conditioned ship, besides what mentioned in sub post 8901.20:
26 8901.30.50.00 - - With gross tonnage not exceeding 5,000
26 8901.30.70.00 - - With gross tonnage exceeding 5,000 but not exceeding 50,000
26 8901.30.80.00 With gross tonnage exceeding 50,000

8901.90 - Other water-vehicle for goods transportation and other water-
vehicle for people and goods transportation:

- - Non-motorized:
27 8901.90.11.00 - - - - With gross tonnage not exceeding 26
27 8901.90.12.00 - - - With gross tonnage exceeding 26 but not exceeding 500
27 8901.90.14.00 - - - With gross tonnage exceeding 500

- - Motorized
27 8901.90.31.00 - - - With gross tonnage not exceeding 26
27 8901.90.32.00 - - - With gross tonnage exceeding 26 but not exceeding 500
27 8901.90.33.00 - - - With gross tonnage exceeding 500 but not exceeding 1,000
27 8901.90.34.00 - - - With gross tonnage exceeding 1,000 but not exceeding 4,000
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27 8901.90.35.00 - - - With gross tonnage exceeding 4,000 but not exceeding 5,000
27 8901.90.36.00 - - - With gross tonnage exceeding 5,000 but not exceeding 50,000
27 8901.90.37.00 - - - With gross tonnage exceeding 50,000

89.02 Fisherman ship; industrial ship and other water-vehicle used for
processing or preserving fishery product.

- Fisherman ship:
28 8902.00.21.00 - - With gross tonnage not exceeding 26
28 8902.00.22.00 - - With gross tonnage exceeding 26 but less than 40
28 8902.00.23.00 - - With gross tonnage 40 or more but not exceeding 250
28 8902.00.24.00 - - With gross tonnage exceeding 250 but not exceeding 1,000
28 890.00.25.00 - - With gross tonnage exceeding 1,000 but not exceeding 4,0000
28 8902.00.26.00 - - With gross tonnage exceeding 4,000

- - Others:
28 8902.00.91.00 - - With gross tonnage not exceeding 26
28 8902.00.92.00 - - With gross tonnage exceeding 26  but less than 40

89.03 Yacht and other water-vehicle used for travelling or sports;
rowing-boat and canoe.

28 8903.10.00.00 - Can be blown up
- Others:

28 8903.91.00.00 -- Sailing ship, with or without supporting motor
29 8903.92.00.00 - - Motor boat, besides sticking motor boat
29 8903.99.00.00 - - Others

89.04 Vessels towing and pushing
29 8904.00.10.00 - With gross tonnage not exceeding 26

- With gross tonnage not exceeding 26 :
29 8904.00.31.00 - - With power exceeding 4,000 hp
29 8904.00.39.00 - - Others
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89.05 Light-signal ship, fire-fighter ship, dredger, floating crane and
other water vehicle which sailing function is not the main
function; floating dock; drilling platform or floating or
underwater production.

29 8905.10.00.00 - Dredger
29 8905.20.00.00 - Drilling platform or floating or underwater production

8905.90 - Others:
29 8905.90.10.00 - Floating dock
29 8905.90.90.00 - - Others

89.06 Other water-vehicle, including war ship and rescuing ship
besides rowing-boat.

29 8906.10.00.00 - War ship
8906.90 - Others:

30 8906.90.10.00 - - With displacement not exceeding 3 tons
30 8906.90.90.00 - - Others

89.07 Other floating structures (such as, rafting, tank, coffex-dam,
floating runway, light-signal float and sea-pole).

30 8907.10.00.00 - Blown up rafting
8907.90 - Others:

30 8907.90.10.00 - - Light-signal float
30 8907.90.90.00 - - Others

90.22 Apparatus based on X-ray application or alpha, beta, or gamma
ray radiation either used for medical needs, surgery, dental care
or veterinary or not, including radiography or radiotherapy
apparatus, X-ray cylinder and other X-ray generator, high-
voltage
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- Apparatus based on X-ray application, either used for medical
needs, surgery, dental care or veterinary or not, including
radiography or radiotherapy apparatus:

30 9022.12.00.00 - Tomography computed apparatus Only for CT Scan X-ray airplane
9022.19 - - For other necessity:

30
6

9022.19.90.00 --- Others Only for X-ray airplane set permanently (radiography),
fluoroscopy, C-Arm/U-Arm, mammography and panoramic.
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