
 

（別紙）都道府県コード一覧 
51 北海道石狩振興局管内 02 青森県 16 富山県 30 和歌山県 44 大分県 

52 北海道渡島総合振興局管内 03 岩手県 17 石川県 31 鳥取県 45 宮崎県 

53 北海道檜山振興局管内 04 宮城県 18 福井県 32 島根県 46 鹿児島県 

54 北海道後志総合振興局管内 05 秋田県 19 山梨県 33 岡山県 47 沖縄県 

55 北海道空知総合振興局管内 06 山形県 20 長野県 34 広島県     

56 北海道上川総合振興局管内 07 福島県 21 岐阜県 35 山口県     

57 北海道留萌振興局管内 08 茨城県 22 静岡県 36 徳島県     

58 北海道宗谷総合振興局管内 09 栃木県 23 愛知県 37 香川県     

59 北海道オホーツク総合振興局管内 10 群馬県 24 三重県 38 愛媛県     

60 北海道胆振総合振興局管内 11 埼玉県 25 滋賀県 39 高知県     

61 北海道日高振興局管内 12 千葉県 26 京都府 40 福岡県     

62 北海道十勝総合振興局管内 13 東京都 27 大阪府 41 佐賀県     

63 北海道釧路総合振興局管内 14 神奈川県 28 兵庫県 42 長崎県     

64 北海道根室振興局管内 15 新潟県 29 奈良県 43 熊本県     

 
☆北海道各振興局管内市町村一覧 

51 北海道石狩振興局管内 札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 

52 北海道渡島総合振興局管内 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、 

    森町、八雲町、長万部町 

53 北海道檜山振興局管内 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 

54 北海道後志総合振興局管内 小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、 

    留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、 

    神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 

55 北海道空知総合振興局管内 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、 

    歌志内市、深川市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、 

    栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、 

    北竜町、沼田町 

56 北海道上川総合振興局管内 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、 

    愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、 

    占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町 

57 北海道留萌振興局管内 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 

58 北海道宗谷総合振興局管内 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、 

    利尻富士町、幌延町 

59 北海道オホーツク総合振興局 北見市、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、 

  管内 訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、 

    西興部村、雄武町、大空町 

60 北海道胆振総合振興局管内 室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、 

    洞爺湖町、安平町、むかわ町 

61 北海道日高振興局管内 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 

62 北海道十勝総合振興局管内 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、 

    中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、 

    足寄町、陸別町、浦幌町 

63 北海道釧路総合振興局管内 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 

64 北海道根室振興局管内 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町、色丹村、泊村、留夜別村、 

    留別村、紗那村、蘂取村      

 
 



 

（別紙）品目コード一覧 

品目分類 
品目 
コード 

主な品目（例示） 

穀物 10 米、麦、雑穀・豆 
野菜・果物 11 いも類、野菜類、果物類 

その他の農産物 12 
工芸作物、農産加工品、他に分類されない農産品（種子、花、苗、綿花、麻類、さとう
きび、ビート、コーヒー豆、観葉・園芸植物類等） 

畜産物 13 
鳥獣類（主として食用のもの）、鳥獣肉・未加工乳・鳥卵、動物性粗繊維・原皮・原毛
皮、他に分類されない畜産品（その他動物類、愛玩動物、虫類等） 

水産品 14 
魚介類（生鮮・冷凍、塩蔵・乾燥のもの）、その他の水産品（海藻類、鑑賞魚、淡水魚、
真珠等） 

木材 20 
原木、パルプ用材、製材（材木、建築・建設資材、板類等）、その他の林産品（植木、
天然樹脂類、木材チップ、ゴム（天然）、樹皮等） 

薪炭 21 薪、木炭、オガライト等 

石炭 30 石炭、亜炭等 
金属鉱 31 鉄鉱、その他の鉄属鉱、非鉄鉱 
砂利・砂・石材 32 砂利、砕石、バラスト、砂、骨材、砂袋、石製品 
工業用非金属鉱物 33 石灰石、りん鉱石、原塩、原油、天然ガス、温泉、園芸用土、その他の非金属鉱物 

鉄鋼 40 鉄、鋼（粗鋼）、鋼材、配管資材、レール等 
非鉄金属 41 地金、合金、伸銅品、電線・ケーブル、貴金属（工業品） 

金属製品 42 
建設用金属製品、建築用金属製品、線材製品、刃物、工具、その他の金属製品（ばね類、
缶類、鉄・アルミ製品、溶材、金具等） 

輸送用機械 44 自動車，船舶，航空機，鉄道車両、自転車等 
輸送用機械部品 45 輸送用機械の部品（自動車用、船舶用，航空機用，鉄道車両用、自転車用等） 
その他の機械 46 産業機械、電気機械、家電製品 

セメント 50 セメント、バラセメント 

その他の窯業品 51 
セメント製品、コンクリート製品、れんが、石灰、その他の窯業品（瓶類、 

ガラス製品、陶器類、耐火材、カーボン等） 

コークス・ 
その他の石炭製品 

56 コークス類、煉炭等 

化学薬品 57 硫酸、ソーダ、アルコール（食用を除く）、その他の化学薬品 
化学肥料 58 窒素質肥料、りん酸質肥料、加里質肥料、その他の化学肥料 

塗料・染料・ 
その他の化学工業品 

59 
染料・顔料・塗料・合成樹脂、動植物性油脂、プラスチック製品、ビニール製品、他に
分類されない化学工業品（火薬類、インク類、医薬品、化粧品、化学用品等） 

紙・パルプ 60 用紙類、ちり紙類、ダンボール類、巻取紙、包装紙、パルプ等 
繊維工業品 61 糸（紡織半製品を含む）、織物（繊維二次製品を含む） 
製造食品 63 製造食品（肉製品、酪農製品、缶詰、菓子、調理冷凍食品） 

食料工業品 64 
飲料、その他の食料工業品（調味料類、でんぷん類、酵母、動物性製造食品、飲料水、
たばこ等） 

日用品 70 
書籍・印刷物、衣服・身廻品・はきもの、文具・玩具・運動・娯楽用品・楽器、家具・
装備品、衛生・暖房用具、台所及び食卓用品、他に分類されない日用品 

ゴム製品・木製品 
その他の製造工業品 

71 
ゴム皮革製品（他に分類されないもの）、木製品（他に分類されないもの）、他に分類
されない製造工業品 

金属くず 80 鉄・アルミ・鉛くず、スクラップ、解体車両等 

その他のくずもの 81 
粗大ごみ、廃材、廃油、古新聞、古紙、もみがら、プラスチックくず、木くず、紙くず、
ガラスくず、スラグ、古タイヤ等 

動植物性製造 
飼・肥料 

82 牧草、乾草、糞類、灰類、堆肥、ぬか類、酒かす、ペットフード等 

輸送用容器 84 
金属製輸送用容器（ガス容器、ドラム缶、タンク等）、その他の輸送用容器（コンテナ、
樽、パレット、フレコン等） 

取合せ品 85 引越荷物、郵便物・鉄道便荷物・貨物、自動車特別積合せ貨物、内航船舶小口混載貨物 
廃棄物 86 屎尿、汚泥、ごみ、廃液、枝木、コンクリート・アスファルトがら、産業廃棄物、雪等 
廃土砂 87 残土、瓦礫等 

揮発油 90 ガソリン、ベンジン等 
重油 91 重油 
その他の石油 92 石油類、軽油、灯油、ジェット燃料、潤滑油、機械油等 
その他の石油製品 93 アスファルト、パラフィン、合材等 
ＬＰＧ及び 
その他のガス 

94 プロパンガス、ブタンガス、その他の石油ガス製品 

※輸送した貨物の品目について、一覧表のどれに該当するか不明な場合は、お問い合わせ（0120-121-711）ください。 

 


