対象資産区分及び対応工業会等リスト 目次
証明書の発行を希望する設備の税制上の資産区分
（「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」上の減価償却資産の種類）
をご確認いただき、該当する工業会に証明書の発行を依頼してください。

・機械及び装置

・・・

P

・器具及び備品

・・・

P 26

・建物附属設備

・・・

P 30

・工具

・・・

P 30

・ソフトウェア

・・・

P 30

2

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件の証明を行う工業会等

【機械及び装置】
番号

細目

1

食料品製造業用設備

2

飲料、たばこ又は飼料製造業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
日本食品機械工業会
03-5484-0981
03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
03-3432-1671
日本冷凍空調工業会
03-6262-9773
日本暖房機器工業会
03-3815-3955
日本粉体工業技術協会
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-5561-0786
日本食肉生産技術開発センター
（食肉又は食鳥処理加工設備）
日本空気清浄協会
03-3665-5591
（市乳処理設備及び発酵乳、乳酸菌飲料その他の乳製品製造設備(集乳設備を含む。)、その他の食料品製造設備）
海洋水産システム協会
03-6411-0021
（水産練製品、つくだ煮、寒天その他の水産食料品製造設備）
全国醸造機器工業組合
03-5948-5415
（味そ又はしよう油(だしの素類を含む。)製造設備、食酢又はソース製造設備、酵母、酵素、種菌、麦芽又はこうじ製造設備(医薬用のものを除く。））
日本精米工業会
03-4334-2190
（精殻設備）
03-6673-4333
日本製パン製菓機械工業会
（パン又は菓子類製造設備）
日本厨房工業会
03-3585-7251
（業務用厨房機器）
日本真空工業会
03-3459-1228
（その他の食料品製造設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3432-1671
日本冷凍空調工業会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
03-3815-3955
日本粉体工業技術協会
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本食品機械工業会
03-5484-0981
（その他の豆類処理加工設備、荒茶製造設備、再製茶製造設備、清涼飲料製造設備、ビール又は発酵法による発ぽう酒製造設備、清酒、みりん又は果実酒
製造設備、その他の酒類製造設備、その他の飲料製造設備、冷凍、製氷又は冷蔵業用設備、発酵飼料又は酵母飼料製造設備、その他の飼料製造設備、配
日本空気清浄協会
03-3665-5591
（清涼飲料製造設備、その他の飲料製造設備）
全国醸造機器工業組合
03-5948-5415
（ビール又は発酵法による発ぽう酒製造設備、清酒、みりん又は果実酒製造設備、その他の酒類製造設備）
団体名

2

番号

3

細目

繊維工業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
中央畜産会
03-6206-0846
（発酵飼料又は酵母飼料製造設備、配合肥料その他の肥料製造設備）
03-5737-2744
Save Earth Foundation
（その他の飼料製造設備、配合肥料その他の肥料製造設備）
日本有機資源協会
03-3297-5618
（その他の飼料製造設備、配合肥料その他の肥料製造設備）
03-3459-1228
日本真空工業会
（その他の酒類製造設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-3432-1671
日本冷凍空調工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本繊維機械協会
03-3434-3821
（炭素繊維製造設備、生糸製造設備、繭乾燥業用設備、紡績設備、合成繊維かさ高加工糸製造設備、ねん糸業用又は糸（前号に掲げるものを除く。）、織物設
備、メリヤス生地、編み手袋又はくつ下製造設備、染色整理又は仕上設備、洗毛、化炭、羊毛トップ、ラップペニー、反毛、製綿又は再生綿業用設備、整経又は
サイジング業用設備、不織物製造設備、フエルト又はフエルト製品製造設備、網、網又はひも製造設備、レース製造設備、塗装布製造設備、繊維製又は紙製
衛生材料製造設備、その他の繊維製品製造設備、レーヨン糸又はレーヨンステープル製造設備、酢酸繊維製造設備、合成繊維製造設備）
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
（不織物製造設備、その他の繊維製品製造設備）
日本縫製機械工業会
03-6435-8190
（縫製品製造業用設備）
日本水道工業団体連合会
03-3264-1654
（レーヨン糸又はレーヨンステープル製造設備）
日本空気清浄協会
03-3665-5591
（炭素繊維製造設備）
日本工業炉協会
03-3861-0561
（炭素繊維製造設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
団体名

3

番号
4

5

6

細目

証明書発行団体

ご連絡先（電話番号）
木材又は木製品（家具を除く。）製造業用設備 日本木工機械工業会
03-3433-6511、052-261-7511
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3432-1671
日本冷凍空調工業会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本建設機械工業会
03-5405-2288
（チップ製造業用設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
家具又は装備品製造業用設備
03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本木工機械工業会
03-3433-6511、052-261-7511
（その他の木製品製造設備、石工品又は擬石製造設備、金属製家具若しくは建具又は建築金物製造設備（その他の設備））
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
（金属製家具若しくは建具又は建築金物製造設備）
日本工作機械工業会
03-3434-3961
（金属製家具若しくは建具又は建築金物製造設備）
日本溶接協会
03-5823-6324
（金属製家具若しくは建具又は建築金物製造設備（溶接設備））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備
03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-3434-4661
日本印刷産業機械工業会
（段ボール、段ボール箱又は板紙製容器製造設備、その他の紙製品製造設備）
03-3264-1654
日本水道工業団体連合会
（パルプ製造設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
団体名

4

番号

細目

7

印刷業又は印刷関連業用設備

8

化学工業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
団体名
03-3434-4661
日本印刷産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業機械工業会
03-3403-5556
日本産業車両協会
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-3665-5591
日本空気清浄協会
（空気清浄に関連した設備）
日本フォトイメージング協会
042-481-8029
（デジタル印刷システム設備（印刷設備、写真製版業用設備）、製本業用設備）
ビジネス機械・情報システム産業協会
03-6809-5129
（デジタル印刷システム設備（印刷設備））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3432-1671
日本冷凍空調工業会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本暖房機器工業会
03-6262-9773
日本粉体工業技術協会
03-3815-3955
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本空気清浄協会
03-3665-5591
（フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備、その他の医薬品製造設備、試薬製造設備、化粧品製造設備、写真フイルムその他の
写真感光材料（銀塩を使用するものに限る。）製造設備（他の号に掲げるものを除く。）、その他の化学工業製品製造設備
日本水道工業団体連合会
03-3264-1654
（スチレンモノマー製造設備、その他の合成樹脂又は合成ゴム製造設備、その他の化学工業製品製造設備）
日本エステティック工業会
03-6240-9910
（石けん製造設備、合成洗剤又は界面活性剤製造設備、化粧品製造設備）
写真感光材料工業会
03-6419-7241
（写真フイルムその他の写真感光材料(銀塩を使用するもの。)製造設備）
03-3459-1228
日本真空工業会
（試薬製造設備、接着剤製造設備、化粧品製造設備）
日本工業炉協会
03-3861-0561
（カーボンブラック製造設備、その他の炭素製品製造設備（黒鉛化炉））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）

5

番号
9

10

11

細目

証明書発行団体

ご連絡先（電話番号）
03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本建設機械工業会
03-5405-2288
（アスファルト乳剤その他のアスファルト製品製造設備）
日本工業炉協会
03-3861-0561
（石炭ガス、石油ガス又はコークス製造設備(ガス精製又はガス事業用特定ガス発生設備を含む。)）
日本水道工業団体連合会
03-3264-1654
（石油配送管及び付属設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げ 日本産業機械工業会
03-3434-6821
るものを除く。)
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3432-1671
日本冷凍空調工業会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本ロボット工業会
03-3434-2919
（産業用ロボット設備）
日本空気清浄協会
03-3665-5591
（空気清浄に関連した設備）
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
（合成樹脂成形加工又は合成樹脂製品加工業用設備）
日本フルードパワー工業会
03-3433-5391
（合成樹脂成形加工又は合成樹脂製品加工業用設備）
03-3459-1228
日本真空工業会
（フィルム表面処理装置・プラスチックレンズ蒸着装置・リフレクターランプ用成膜装置・プラスチック容器成膜装置）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
ゴム製品製造業用設備
03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3432-1671
日本冷凍空調工業会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本水道工業団体連合会
03-3264-1654
（タイヤ又はチューブ製造設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
団体名

石油製品又は石炭製品製造業用設備

6

番号
12

13

細目

証明書発行団体

ご連絡先（電話番号）
なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設 日本産業機械工業会
03-3434-6821
備
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本タンナーズ協会
079－282－6701
（製革設備）
全日本爬虫類皮革産業協同組合
03－3845－9260
（製革設備）
全日本革靴工業協同組合連合会
03－5603－2135
（機械ぐつ製造設備）
日本靴工業会
03－3661－4672
（機械ぐつ製造設備）
日本ケミカルシューズ工業組合
078－641－2525
（機械ぐつ製造設備）
全国皮革服装協同組合
03－3873－7650
（その他の革製品製造設備）
日本服装ベルト工業連合会
03－3874－4792
（その他の革製品製造設備）
東京洋装雑貨工業協同組合
03－3851－3685
（その他の革製品製造設備）
日本ハンドバッグ協会
03－3851－5278
（その他の革製品製造設備）
日本鞄協会
03－3862－3516
（その他の革製品製造設備）
日本手袋工業組合
0879－25－3208
（その他の革製品製造設備）
太陽光発電協会
03-6268-8544
（太陽電池モジュール）
窯業又は土石製品製造業用設備
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本暖房機器工業会
03-6262-9773
日本粉体工業技術協会
03-3815-3955
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本建設機械工業会
03-5405-2288
（生コンクリート製造設備、セメント製品（気ほうコンクリート製品を含む。）製造設備（移動式製造又は架設設備及び振動加圧式成形設備）、砂利採取又は岩石
の採取若しくは砕石設備）
団体名

7

番号

14

細目

鉄鋼業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
03-3861-0561
日本工業炉協会
（板ガラス製造設備（みがき設備を含む。）（溶解炉）、その他のガラス製品製造設備（光学ガラス製造設備を含む。）（るつぼ炉及びデータンク炉、溶解炉、）陶
磁器、粘土製品、耐火物、けいそう土製品、はい土又はうわ薬製造設備（倒炎がま、トンネルがま、その他の炉）、その他の炭素製品製造設備（黒煙炉）、人造
研削材製造設備（溶解炉）、研削と石又は研摩布紙製造設備（加硫炉、トンネルがま、その他の焼成炉）、セメント製造設備、石灰又は苦石灰製造設備、石こう
ボード製造設備（焼成炉）、ほうろう鉄器製造設備（るつぼ炉、その他の炉）、石綿又は石綿セメント製品製造設備、岩綿（鉱さい繊維を含む。）又は岩綿製品製
日本陶業連盟
052-935-7231
（陶磁器、粘土製品、耐火物、けいそう土製品、はい土又はうわ薬製造設備）
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
（その他の炭素製品製造設備（その他の設備））
全国優良石材店の会
03-5423-4014
（石工品又は擬石製造設備）
日本石材産業協会
03-3251-7671
（石工品又は擬石製造設備）
03-3459-1228
日本真空工業会
（真空熱処理（焼結・焼入・ホットプレス）装置/真空含浸装置）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本建設機械工業会
03-5405-2288
（鉄くず処理業用設備、純鉄又は合金鉄製造設備、鉄鋼鍛造業用設備、鋼鋳物又は銑鉄鋳物製造業用設備、製銑設備、製鋼設備、その他の鉄鋼業用設備）
日本粉末冶金工業会
03-3862-6646
（金属粉末又ははく(圧延によるものを除く。)製造設備）
日本工作機械工業会
03-3434-3961
（合成樹脂被覆、彫刻又はアルミニウムはくの加工設備（脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置）、鋼管製造設備）
日本工業炉協会
03-3861-0561
（鋼鋳物又は銑鉄鋳物製造業用設備、製銑設備、製鋼設備、電気錫めつき鉄板製造設備のうち、工業炉設備）
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
（鉄くず処理業用設備、鉄鋼鍛造業用設備、鉄鋼熱間圧延設備、鉄鋼冷間圧延又は鉄鋼冷間成形設備、鉄鋼伸線(引き抜きを含む。)設備及び鉄鋼卸売業用
シャーリング設備並びに伸鉄又はシャーリング業用設備、その他の鉄鋼業用設備、鋼索製造設備、くぎ、リベット又はスプリング製造業用設備、溶接金網製造
設備
電気錫め き鉄板製造設備）
全国鍍金工業組合連合会
03-3433-3855
（その他のめつき又はアルマイト加工設備）
03-3433-5391
日本フルードパワー工業会
（鉄鋼鍛造業用設備、鋼鋳物又は銑鉄鋳物製造業用設備、製銑設備、製鋼設備、鉄鋼熱間圧延設備、鉄鋼冷間圧延又は鉄鋼冷間成形設備、鋼管製造設備）
日本水道工業団体連合会
03-3264-1654
（鉄鋼管製造及び付属設備）
日本鋳造協会
03-3431-1375
（鋼鋳物又は銑鉄鋳物製造業用設備）
日本溶接協会
03-5823-6324
（鋼管製造設備、鉄鋼伸線（引き抜きを含む。）設備及び鉄鋼卸売業用シャーリング設備並びに伸鉄又はシャーリング業用設備、溶接金網製造設備）
団体名
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番号

細目

15

非鉄金属製造業用設備

16

金属製品製造業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
03-3459-1228
日本真空工業会
（真空溶解炉/真空脱ガス装置）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本マグネシウム協会
03-3243-0280
日本ロボット工業会
03-3434-2919
（産業用ロボット設備）
日本空気清浄協会
03-3665-5591
（核燃料物質加工設備）
日本溶接協会
03-5823-6324
（鉄鋼伸線(引き抜きを含む。)設備及び鉄鋼卸売業用シャーリング設備並びに伸鉄又はシャーリング業用設備）
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
（鉄鋼伸線(引き抜きを含む。)設備及び鉄鋼卸売業用シャーリング設備並びに伸鉄又はシャーリング業用設備、非鉄金属圧延、押出又は伸線設備、電線又は
日本工業炉協会
03-3861-0561
（銅、鉛又は亜鉛製錬設備、ベリリウム銅母合金、マグネシウム、チタニウム、ジルコニウム、タンタル、クロム、マンガン、シリコン、ゲルマニウム又は希土類金
属製錬設備、ニッケル、タングステン又はモリブデン製錬設備、その他の非鉄金属製錬設備、非鉄金属圧延、押出又は伸線設備、非鉄金属鋳物製造業用設備
（その他の設備）、電線又はケーブル製造設備、光ファイバー製造設備、金属粉末又ははく(圧延によるものを除く。)製造設備のうち、工業炉設備）
日本建設機械工業会
03-5405-2288
（非鉄金属鋳物製造業用設備）
日本工作機械工業会
03-3434-3961
（非鉄金属鋳物製造業用設備、その他の金属製品製造設備）
日本ダイカストマシン工業会
03-6809-1509
（非鉄金属鋳物製造業用設備（ダイカスト設備））
日本鋳造協会
03-3431-1375
（非鉄金属鋳物製造業用設備（その他の設備））
日本粉末冶金工業会
03-3862-6646
（金属粉末又ははく(圧延によるものを除く。)製造設備）
03-3459-1228
日本真空工業会
（真空接合（拡散・電子ビーム・ロー付）装置・真空（脱脂・溶解）装置/特殊鋼材表面（改質・処理）装置）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本産業機械工業会
03-3434-6821
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3432-1671
日本冷凍空調工業会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本マグネシウム協会
03-3243-0280
日本鋳造協会
03-3431-1375
日本ロボット工業会
03-3434-2919
（産業用ロボット設備）
団体名
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番号

17

細目

証明書発行団体

ご連絡先（電話番号）
03-5770-0791
日本産業洗浄協議会
（金属粉末又ははく(圧延によるものを除く。)製造設備、金属塗装設備（脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置、合成樹脂被覆、彫刻又はアルミニウムはくの加
工設備（脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置）、金属熱処理業用設備、その他の金属製容器製造設備、金属製洋食器又はかみそり刃製造設備、金属製家具
若しくは建具又は建築金物製造設備（その他の設備）、鋼製構造物製造設備、プレス、釘抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備、その他の金属製
品製造設備、機械工具、金型又は治具製造業用設備、食品用、暖ちゆう房用、家庭用又はサービス用機器（電気機器を除く。）製造設備、その他の車両部分
附属 製造設備
日本粉末冶金工業会
03-3862-6646
（金属粉末又ははく(圧延によるものを除く。)製造設備）
日本空気清浄協会
03-3665-5591
（金属塗装設備）
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
（粉末冶金製品製造設備、鋼索製造設備、鎖製造設備、くぎ、リベット又はスプリング製造業用設備、ねじ製造業用設備、溶接金鋼製造設備、その他の金網又
は針金製品製造設備、押出しチューブ又は自動組立方式による金属かん製造設備、その他の金属製容器製造設備、手工具又はのこぎり刃その他の刃物類
（他の号に掲げるものを除く。）製造設備、農業用機具製造設備、金属製洋食器又はかみそり刃製造設備、金属製家具若しくは建具又は建築金物製造設備（め
つき又はアルマイト加工設備、溶接設備、その他の設備）、鋼製構造物製造設備、プレス、釘抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備（めつき又は
アルマイト加工設備、その他の設備）、その他の金属製品製造設備、機械工具、金型又は治具製造業用設備、食品用、暖ちゆう房用、家庭用又はサービス用
機器(電気機器を除く
)製造設備 そ 他 車 部分品
は附属品製造設備）
日本工業炉協会
03-3861-0561
（金属粉末又ははく（圧延によるものを除く。）製造設備、金属塗装設備（脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置）、金属熱処理業用設備、粉末冶金製品製造設
全国鍍金工業組合連合会
03-3433-3855
（その他のめつき又はアルマイト加工設備、金属製家具若しくは建具又は建築金物製造設備（めつき又はアルマイト加工設備）、プレス、釘抜き、しぼり出しその
他の金属加工品製造業用設備（めつき又はアルマイト加工設備））
日本歯車工業会
03-3431-1871
（農業用機具製造設備）
日本工作機械工業会
03-3434-3961
（合成樹脂被覆、彫刻又はアルミニウムはくの加工設備（脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置）、くぎ、リベット又はスプリング製造業用設備、ねじ製造業用設
備、その他の金属製容器製造設備、手工具又はのこぎり刃その他の刃物類（他の号に掲げるものを除く。）製造設備、農業用機具製造設備、金属製家具若しく
は建具又は建築金物製造設備（その他の設備）、鋼製構造物製造設備、プレス、釘抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備、その他の金属製品製
造設備、機械工具、金型又は治具製造業用設備、食品用、暖ちゆう房用、家庭用又はサービス用機器(電気機器を除く。)製造設備）
日本溶接協会
03-5823-6324
（溶接棒製造設備、溶接金網製造設備、押出しチューブ又は自動組立方式による金属かん製造設備、その他の金属製容器製造設備、農業用機具製造設備、
金属製家具若しくは建具又は建築金物製造設備（溶接設備）、鋼製構造物製造設備、その他の金属製品製造設備、機械工具、金型又は治具製造業用設備、
その他の車両部分品又は附属品製造設備）
日本産業車両協会
03-3403-5556
（その他の車両部分品又は附属品製造設備）
03-3459-1228
日本真空工業会
（真空接合（拡散・電子ビーム・ロー付）装置/化粧鋼板成膜装置）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
はん用機械器具(はん用性を有するもので、他 日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
の器具及び備品並びに機械及び装置に組み 日本産業機械工業会
03-3434-6821
込み、又は取り付けることによりその用に供さ 日本包装機械工業会
03-6222-2275
れるものをいう。)
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本工作機械工業会
03-3434-3961
日本産業洗浄協議会
03-5770-0791
日本精密測定機器工業会
03-3434-9557
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備・電子部品実装設備）
03-3665-5591
日本空気清浄協会
（空気清浄に関連した設備）
日本水道工業団体連合会
03-3264-1654
（ボイラー製造設備）
日本溶接協会
03-5823-6324
（ボイラー製造設備、エンジン、タービン又は水車製造設備、機械工具、金型又は治具製造業用設備、風水力機器、金属製弁又は遠心分離機製造設備、その
他の産業用機器又は部分品若しくは附属品製造設備、その他の輸送用機器製造設備、前掲以外の機械器具、部分品又は附属品製造設備）
団体名
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番号

18

細目

証明書発行団体

ご連絡先（電話番号）
03-5405-2288
日本建設機械工業会
（風水力機器、金属製弁又は遠心分離機製造設備）
日本フルードパワー工業会
03-3433-5391
（歯車、油圧機器その他の動力伝達装置製造業用設備）
日本歯車工業会
03-3431-1871
（歯車、油圧機器その他の動力伝達装置製造業用設備、その他の輸送用機器製造設備）
日本産業車両協会
03-3403-5556
（車両用エンジン、同部品又は車両用電装品製造設備（ミッション又はクラッチ製造設備を含む））
日本工業炉協会
03-3861-0561
（エンジン・部品製造のための熱処理炉等の工業炉に限る）
03-3459-1228
日本真空工業会
（真空充填装置/真空吸着搬送装置）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
生産用機械器具（物の生産の用に供されるも 日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
の）
日本産業機械工業会
03-3434-6821
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本工作機械工業会
03-3434-3961
日本産業洗浄協議会
03-5770-0791
日本精密測定機器工業会
03-3434-9557
日本マグネシウム協会
03-3243-0280
日本粉体工業技術協会
03-3815-3955
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備・電子部品実装設備）
03-3665-5591
日本空気清浄協会
（空気清浄に関連した設備）
日本フルードパワー工業会
03-3433-5391
（金属加工機械製造設備）
日本工業炉協会
03-3861-0561
（金属加工機械製造設備、合成樹脂加工機械又は木材加工用機械製造設備）
日本溶接協会
03-5823-6324
（金属加工機械製造設備、農業用機械製造設備、建設機械、鉱山機械又は原動機付車両（他の号に掲げるものを除く。）製造設備、産業用ロボット製造設備、
その他の産業用機器又は部分品若しくは附属品製造設備）
団体名
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番号

細目

19

業務用機械器具(業務用又はサービスの生産
の用に供されるもの(これらのものであつて物
の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)
製造業用設備(第17号、第21号及び第23号に
掲げるものを除く。)

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
03-5405-2288
日本建設機械工業会
（建設機械、鉱山機械又は原動機付車両(他の号に掲げるものを除く。)製造設備、風水力機器、金属製弁又は遠心分離機製造設備）
日本産業車両協会
03-3403-5556
（建設機械、鉱山機械又は原動機付車両(他の号に掲げるものを除く。)製造設備）
日本ダイカストマシン工業会
03-6809-1509
（鋳造用機械、合成樹脂加工機械又は木材加工用機械製造設備）
日本歯車工業会
03-3431-1871
（農業用機械製造業用設備、建設機械、鉱山機械又は原動機付車両(他の号に掲げるものを除く。)製造設備、産業用ロボット製造設備）
日本鋳造協会
03-3431-1375
（鋳造用機械、合成樹脂加工機械又は木材加工用機械製造設備）
日本繊維機械協会
03-3434-3821
（繊維機械(ミシンを含む。)又は同部分品若しくは附属品製造設備）
日本縫製機械工業会
03-6435-8190
（繊維機械(ミシンを含む。)又は同部分品若しくは附属品製造設備）
日本工作機器工業会
03-3431-4103
（機械工具、金型又は治具製造業用設備、その他の業務用機器又は部分品若しくは附属品製造設備）
03-3459-1228
日本真空工業会
（ボールベアリング・軸受等表面改質装置）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
日本産業機械工業会
03-3434-6821
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本産業洗浄協議会
03-5770-0791
日本工業炉協会
03-3861-0561
日本粉体工業技術協会
03-3815-3955
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備・電子部品実装設備）
日本空気清浄協会
03-3665-5591
（レンズ又は光学機器若しくは同部分品製造設備）
日本溶接協会
03-5823-6324
（その他の金属製品製造設備、建設機械、鉱山機械又は原動機付車両（他の号に掲げるものを除く。）製造設備、事務用機器製造設備、その他の車両部分品
又は附属品製造設備、航空機若しくは同部分品（エンジン、機内空気加圧装置、回転機器、プロペラ、計器、降着装置又は油圧部品に限る。）製造又は修理装
置、試験機、測定器又は計量器製造設備）
日本工作機械工業会
03-3434-3961
（その他の金属製品製造設備、事務用機器製造設備、食品用、暖ちゆう房用、家庭用又はサービス用機器(電気機器を除く。)製造設備、航空機若しくは同部分
品(エンジン、機内空気加圧装置、回転機器、プロペラ、計器、降着装置又は油圧部品。)製造又は修理設備、医療用機器製造設備、理化学用機器製造設備、
レンズ又は光学機器若しくは同部分品製造設備、ウオッチ若しくは同部分品又は写真機用シャッター製造設備、銃弾製造設備、鉄砲、爆発物又は信管、薬きよ
うその他の鉄砲用品製造設備、前掲以外の機械器具、部分品又は附属品製造設備）
日本建設機械工業会
03-5405-2288
（建設機械、鉱山機械又は原動機付車両(他の号に掲げるものを除く。)製造設備）
日本産業車両協会
03-3403-5556
（建設機械、鉱山機械又は原動機付車両(他の号に掲げるものを除く。)製造設備、その他の車両部分品又は附属品製造設備）
日本歯車工業会
03-3431-1871
（建設機械、鉱山機械又は原動機付車両(他の号に掲げるものを除く。)製造設備、航空機若しくは同部分品(エンジン、機内空気加圧装置、回転機器、プロペ
ラ、計器、降着装置又は油圧部品に限る。)製造又は修理設備）
日本ガスメーター工業会
03-3504-8021
（試験機、測定器又は計量機製造設備）
03-3434-9557
日本精密測定機器工業会
（試験機、測定器又は計量機製造設備）
団体名
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番号

20

細目

電子部品、デバイス又は電子回路製造業用
設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
団体名
03-3435-8083
日本光学測定機工業会
（試験機、測定器又は計量機製造設備）
日本真空工業会
03-3459-1228
（航空機若しくは同部分品（エンジン、機内空気加圧装置、回転機器、プロペラ、計器、降着装置又は油圧部品に限る。）製造又は修理設備、レンズ又は光学機
器若しくは同部分品製造設備、ウオッチ若しくは同部分品又は写真機用シャッター製造設備）
03-6240-9910
日本エステティック工業会
（前掲以外の機械器具、部分品又は附属品製造設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
太陽光発電協会
03-6268-8544
（太陽電池モジュール）
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-3432-1671
日本冷凍空調工業会
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備・電子部品実装設備）
03-5770-0791
日本産業洗浄協議会
（光ディスク（追記型又は書換え型のもの。）製造設備、プリント配線基板製造設備、フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備、半
導体集積回路(素子数が五百以上のもの。)製造設備、その他の半導体素子製造設備、電気計測器、電気通信用機器、電子応用機器又は同部分品(他の号に
掲げるものを除く。)製造設備、電球、電子管又は放電燈製造設備、抵抗器又は蓄電器製造設備、フェライト製品製造設備、電気機器部分品製造設備）
日本空気清浄協会
03-3665-5591
（光ディスク（追記型又は書換え型のもの。）製造設備、プリント配線基板製造設備、フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備、半
導体集積回路(素子数が五百以上のもの。)製造設備、その他の半導体素子製造設備、磁気テープ製造設備、電気計測器、電気通信用機器、電子応用機器又
は同部分品(他の号に掲げるものを除く。)製造設備、電球、電子管又は放電燈製造設備、抵抗器又は蓄電器製造設備、フェライト製品製造設備、電気機器部
分品製造設備）
日本工作機械工業会
03-3434-3961
（光ディスク（追記型又は書換え型のもの。）製造設備、プリント配線基板製造設備、フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備、電
気計測器、電気通信用機器、電子応用機器又は同部分品(他の号に掲げるものを除く。)製造設備、抵抗器又は蓄電器製造設備、フェライト製品製造設備、電
気機器部分品製造設備）
日本工業炉協会
03-3861-0561
（フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備、フェライト製品製造設備）
日本半導体製造装置協会
03-3261-8260
（フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備、半導体集積回路(素子数が五百以上のもの。)製造設備、その他の半導体素子製造設
備）
電子情報技術産業協会
03-6268-0010
（フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備、半導体集積回路(素子数が五百以上のもの。)製造設備、その他の半導体素子製造設
備、磁気テープ製造設備、電球、電子管又は放電燈製造設備、フェライト製品製造設備、電気機器部分品製造設備）
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番号

細目

21

電気機械器具製造業用設備

22

情報通信機械器具製造業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
日本真空工業会
03-3459-1228
（光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備、プリント配線基板製造設備、フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設
03-5310-2020
日本電子回路工業会
（プリント配線基板製造設備、フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備、半導体集積回路(素子数が五百以上のもの。)製造設備、
その他の半導体素子製造設備、磁気テープ製造設備、電気計測器、電気通信用機器、電子応用機器又は同部分品(他の号に掲げるものを除く。)製造設備、電
球、電子管又は放電燈製造設備、抵抗器又は蓄電器製造設備、フェライト製品製造設備、電気機器部分品製造設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業洗浄協議会
03-5770-0791
03-3665-5591
日本空気清浄協会
（空気清浄に関連した設備）
日本ロボット工業会
03-3434-2919
（産業用ロボット設備・電子部品実装設備）
日本工作機械工業会
03-3434-3961
（産業用又は民生用電気機器製造設備、電気計測器、電気通信用機器、電子応用機器又は同部分品(他の号に掲げるものを除く。)製造設備、抵抗器又は蓄
電器製造設備、電気機器部分品製造設備、その他の電池製造設備、車両用エンジン、同部分品又は車両用電装品製造設備(ミッション又はクラッチ製造設備を
含む
)）
電子情報技術産業協会
03-6268-0010
（産業用又は民生用電気機器製造設備、電球、電子管又は放電燈製造設備、電気機器部分品製造設備、その他の電池製造設備、車両用エンジン、同部分品
又は車両用電装品製造設備(ミッション又はクラッチ製造設備を含む。)）
日本溶接協会
03-5823-6324
（産業用又は民生用電気機器製造設備、電気機器部分品製造設備、車両用エンジン、同部分品又は車両用電装品製造設備(ミッション又はクラッチ製造設備を
含む
)）
日本産業車両協会
03-3403-5556
（車両用エンジン、同部分品又は車両用電装品製造設備(ミッション又はクラッチ製造設備を含む。)）
03-3459-1228
日本真空工業会
（バンプ形成装置/接点表面処理装置）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
日本産業洗浄協議会
03-5770-0791
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備・電子部品実装設備）
日本真空工業会
03-3459-1228
(電気計測器、電気通信用機器、電子応用機器又は同部分品(他の号に掲げるものを除く。)製造設備)
日本工作機械工業会
03-3434-3961
（電気計測器、電気通信用機器、電子応用機器又は同部分品(他の号に掲げるものを除く。)製造設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
団体名
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番号
23

24

細目
輸送用機械器具製造業用設備

その他の製造業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
03-3434-6821
日本産業機械工業会
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3432-1671
日本冷凍空調工業会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
日本産業洗浄協議会
03-5770-0791
日本粉体工業技術協会
03-3815-3955
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備・電子部品実装設備）
03-3665-5591
日本空気清浄協会
（空気清浄に関連した設備）
日本工作機械工業会
03-3434-3961
（エンジン、タービン又は水車製造設備、建設機械、鉱山機械又は原動機付き車両（他の号に掲げるものを除く。）製造設備、鋼船製造又は修理設備、自動車
製造設備、自動車車体製造又は架装設備、鉄道車両又は同部分品製造装置、車両用エンジン、同部分品又は車両用電装品製造装置（ミッション又はクラッチ
製造装置を含む。）、車両用ブレーキ製造設備、その他の車両部分品又は付属品製造装置、自転車又は同部分品もしくは付属品製造設備、鋼船製造又は修
理設備、舶用推進器、甲板機械又はハッチカバー製造設備、航空機若しくは部分品（エンジン、機内空気加圧装置、回転機器、プロペラ、計器、降着装置又は
油圧部品）製造又は修理設備
その他の輸送用機器製造設）
日本工業炉協会
03-3861-0561
団体名

（エンジン・部品等の熱処理炉等の工業炉に限る）
日本溶接協会
03-5823-6324
（エンジン、タービン又は水車製造設備、建設機械、鉱山機械又は原動機付車両（他の号に掲げるものを除く。）製造設備、自動車製造設備、自動車車体製造
又は架装設備、鉄道車両又は同部分品又は車両用電装品製造設備（ミッション又はクラッチ製造設備を含む。）、その他の車両部分品又は附属品製造設備、
鋼船製造又は修理設備、その他の輸送用機器製造設備）
日本建設機械工業会
03-5405-2288
（建設機械、鉱山機械又は原動機付き車両（他の号に掲げるものを除く。）製造設備、鋼船製造又は修理設備）
日本自動車機械工具協会
03-3203-5131
（自動車製造装置、自動車車体製造又は架装設備）
日本産業車両協会
03-3403-5556
（建設機械、鉱山機械又は原動機付き車両（他の号に掲げるものを除く）製造装置、車両用エンジン、同部分品又は車両用電装品製造設備（ミッション又はク
ラッチ製造設備を含む。）、車両用ブレーキ製造設備、その他の車両部分品又は付属品製造設備）
日本真空工業会
03-3459-1228
（鉄道車両又は同部分品製造設備、車両用エンジン、同部分品又は車両用電装品製造設備(ミッション又はクラッチ製造設備を含む。））
日本鋳造協会
03-3431-1375
（舶用推進器、甲板機械又はハッチカバー製造装置（鋳造設備））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
日本粉体工業技術協会
03-3815-3955
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備・電子部品実装設備）
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番号

25

細目

農業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
03-5770-0791
日本産業洗浄協議会
（その他のガラス製品製造設備（光学ガラス製造設備を含む。）（その他の設備）、その他の金網又は針金製品製造設備、縫針又はミシン針製造設備、その他
の金属製品製造設備、事務用機器製造設備、電球、電子管又は放電燈製造設備、自転車又は同部分品若しくは同部分品製造設備、レンズ又は光学機器若し
くは同部分品製造設備、ウオッチ若しくは同部分品又は写真機用シャッター製造設備、クロック若しくは同部分品オルゴールムーブメント又は写真フィルム用ス
プール製造設備、銃砲、爆発物又は信管、薬きょうその他の銃砲用品製造設備、機械産業以外の設備に属する修理工場用又は工作工場用機械設備、楽器製
造設備、レコード製造設備、がん具製造設備、万年筆、シャープペンシル又はペン先製造設備、ボールペン製造設備、鉛筆製造設備、絵の具その他の絵画用
具製造設備、身辺用細貨類、ブラシ又はシガレットライター製造設備、ボタン製造設備、スライドファスナー製造設備（その他の設備）、真空蒸着処理業用設備、
りざお又は附属品製造設備）
日本空気清浄協会
03-3665-5591
（レンズ又は光学機器若しくは同部分品製造設備）
日本工作機械工業会
03-3434-3961
（練炭、豆炭類、オガライト（オガタンを含む。）又は炭素粉末製造設備、その他のガラス製品製造設備（光学ガラス製造装置を含む。）、その他の金属製品製造
設備、事務用機器製造設備、電球、電子管又は放電燈製造設備、自転車又は同部分品若しくは付属品製造設備、レンズ又は光学機器若しくは同部分品製造
設備、ウオッチ若しくは同部分品又は写真機用シャッター製造設備、クロック若しくは同部分品オルゴールムーブメント又は写真フィルム用スプール製造設備、
銃砲、爆発物又は信管、薬きょうその他の銃砲用品製造設備、機械産業以外の設備に属する修理工場用又は工作工場用機械設備、楽器製造設備、レコード
製造設備、がん具製造設備、万年筆、シャープペンシル又はペン先製造設備、ボールペン製造設備）
日本溶接協会
03-5823-6324
（その他の金属製品製造設備、事務用機器製造設備）
日本真空工業会
03-3459-1228
（レンズ又は光学機器若しくは同部分品製造設備、ウオッチ若しくは同部分品又は写真機用シャッター製造設備、真空蒸着処理業用設備）
日本工業炉協会
03-3861-0561
（その他のガラス製品製造（光学ガラス製造設備を含む。）（るつぼ炉及びデータンク炉、溶解炉）、自転車又は同部分品若しくは附属品製造設備（めつき設備））
日本水道工業団体連合会
03-3264-1654
（その他の金属製品製造設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本エルピーガスプラント協会
03-5777-6167
03-3432-1671
日本冷凍空調工業会
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本農業機械工業会
03-3433-0415
（蚕種製造設備、種苗花き園芸設備、電動機、トラクター、耕うん整地用機具、耕土造成改良用機具、栽培管理用機具、防除用機具、穀類収穫調製用機具、飼
料作物収穫調製用機具、果樹、野菜又は花き収穫調製用機具、その他の農作物収穫調製用機具、農産物処理加工用機具（精米又は精麦機を除く。）、家畜飼
養管理用機具、養蚕用機具、運搬用機具、その他の機具）
団体名

日本暖房機器工業会
（果樹、野菜又は花き収穫調製用機具）
中央畜産会
（飼料作物収穫調製用機具、家畜飼養管理用機具）
日本工業炉協会
（電動機）
日本マテリアル・ハンドリング協会
（運搬用機具）
日本建設機械工業会
（その他の機具）
日本真空工業会
（農産物処理加工用機具(精米又は精麦機を除く。)）

16

03-6262-9773
03-6206-0840
03-3861-0561
03-3543-9335
03-5405-2288
03-3459-1228

番号

細目

26

林業用設備

27

漁業用設備（次号に掲げるものを除く。）

28

水産養殖業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
0538-32-2517
日本産業用無人航空機工業会
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
林業機械化協会
03-5840-6217
日本エルピーガスプラント協会
03-5777-6167
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本農業機械工業会
03-3433-0415
（松脂その他樹脂の製造又は精製設備、その他の機具）
日本建設機械工業会
03-5405-2288
（可搬式造林、伐木又は搬出設備、ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械器具、造林又は伐木用機具）
日本木工機械工業会
03-3433-6511、052-261-7511
（可搬式造林、伐木又は搬出設備（その他の設備））
日本工業炉協会
03-3861-0561
（その他の機具（乾燥用バーナー））
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
海洋水産システム協会
03-6411-0021
日本建設機械工業会
03-5405-2288
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
海洋水産システム協会
03-6411-0021
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本暖房機器工業会
03-6262-9773
（水産物養殖設備）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
団体名

17

番号

細目

29

鉱業、採石業又は砂利採取業用設備

30

総合工事業用設備

31

電気業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
日本建設機械工業会
03-5405-2288
（砂利採取又は岩石の採取若しくは砕石設備、砂鉄鋼業用設備、金属鉱業設備（架空索道設備を含む。）、石炭鉱業用設備（架空索道設備を含む。）、硫黄鉱
業設備（製錬または架空索道設備を含む。）その他の非金属鉱業設備（架空索道設備を含む。））
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本建設機械工業会
03-5405-2288
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本エルピーガスプラント協会
03-5777-6167
日本作業船協会
03-3211-8830
（ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備、その他の建設工業設備（排砂管及び可搬式コンベヤ））
日本フルードパワー工業会
03-3433-5391
（ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備、その他の建設工業設備）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本電機工業会
03-3556-5881
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
日本エルピーガスプラント協会
03-5777-6167
（汽力発電設備、内燃力又はガスタービン発電設備）
日本水道工業団体連合会
03-3264-1654
（水力発電送水設備）
03-5439-4391
日本内燃力発電設備協会
（内燃力又はガスタービン発電設備）
日本真空工業会
03-3459-1228
（柱上変圧器）
コージェネレーション・エネルギー高度利用センター 03-3500-1612
（内燃力又はガスタービン発電設備）
日本配電制御システム工業会
03-3436-5510
（太陽光発電等新エネの発電設備に係る受変電設備）
チャデモ協議会
03-6205-4577
（電気自動車用急速充電器）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
団体名

18

番号

細目

32

ガス業用設備

33

熱供給業用設備

34

水道業用設備

35

通信業用設備

36

放送業用設備

37

映像、音声又は文字情報制作業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本エルピーガスプラント協会
03-5777-6167
03-3268-2121
日本計量機器工業連合会
日本工業炉協会
03-3861-0561
（製造設備（石炭ガス、石油ガス又はコークス製造装置（ガス精製又はガス事業用特定ガス発生設備を含む。）））
日本水道工業団体連合会
03-3264-1654
（製造設備（石炭ガス、石油ガス又はコークス製造装置（ガス精製又はガス事業用特定ガス発生設備を含む。）））
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本エルピーガス供給機器工業会
03-5777-1974
（供給用設備（需要者用計量器、その他））
日本ガスメーター工業会
03-3504-8021
（供給用設備（需要者用計量器））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本エルピーガスプラント協会
03-5777-6167
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本水道工業団体連合会
03-3264-1654
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
電子情報技術産業協会
03-6268-0010
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本産業機械工業会
03-3434-6821
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
電子情報技術産業協会
03-6268-0010
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本産業機械工業会
03-3434-6821
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
電子情報技術産業協会
03-6268-0010
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本産業機械工業会
03-3434-6821
団体名

19

番号

細目

38

鉄道業用設備

39

道路貨物運送業用設備

40

倉庫業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
03-6803-0660
日本照明工業会
（照明設備）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本産業機械工業会
03-3434-6821
信号工業協会
03-3271-1887
（前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの、列車遠隔又は列車集中制御設備）
日本自動販売機工業会
03-3431-7443
（前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの（主として金属製のもの）、鋼索鉄道又は架空索道設備（その他の設備））
日本索道工業会
03-3292-1220
（鋼索鉄道又は架空索道設備）
日本水道工業団体連合会
03-3264-1654
（鋼索鉄道又は架空索道設備）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本マテリアル・ハンドリング協会
03-3543-9335
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
日本作業船協会
03-3211-8830
日本くん蒸技術協会
03-3833-6923
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本産業機械工業会
03-3434-6821
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
日本エルピーガスプラント協会
03-5777-6167
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本マテリアル・ハンドリング協会
03-3543-9335
（荷役又は倉庫業用設備及び卸売又は小売業の荷役又は倉庫業用設備
日本くん蒸技術協会
03-3833-6923
（荷役又は倉庫業用設備及び卸売又は小売業の荷役又は倉庫業用設備
団体名

20

番号

細目

41

運輸に附帯するサービス業用設備

42

飲食料品卸売業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
03-3432-1671
日本冷凍空調工業会
（冷凍、製氷又は冷蔵業用設備
日本食品機械工業会
03-5484-0981
（冷凍、製氷又は冷蔵業用設備）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本フルードパワー工業会
03-3433-5391
（ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備、船舶救難又はサルベージ設備）
日本作業船協会
03-3211-8830
（ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備、荷役又は倉庫業用設備及び卸売又は小売業の荷役又は倉庫業用設備、船舶救難又はサルベ
日本舶用工業会
03-3502-2041
（船舶救難又はサルベージ設備）
日本マテリアル・ハンドリング協会
03-3543-9335
（荷役又は倉庫業用設備及び卸売又は小売業の荷役又は倉庫業用設備）
港湾荷役機械システム協会
03-5472-4791
（荷役又は倉庫業用設備及び卸売又は小売業の荷役又は倉庫業用設備）
日本くん蒸技術協会
03-3833-6923
（荷役又は倉庫業用設備及び卸売又は小売業の荷役又は倉庫業用設備）
日本建設機械工業会
03-5405-2288
（ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備、船舶救難又はサルベージ設備）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本食品機械工業会
03-5484-0981
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本エルピーガスプラント協会
03-5777-6167
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
03-6222-2275
日本包装機械工業会
日本精米工業会
03-4334-2190
（精殻設備）
03-3459-1228
日本真空工業会
（その他の果実又はそ菜処理加工設備）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
団体名

21

番号

細目

43

建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設
備

44

飲食料品小売業用設備

45

その他の小売業用設備

46

技術サービス業用設備(他の号に掲げるもの
を除く。)

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）
03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
（石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。））
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
（鉄鋼伸線（引き抜きを含む。）設備及び鉄鋼卸売業用シャーリング設備並びに伸鉄又はシャーリング業用設備、鉄くず処理業用設備）
日本建設機械工業会
03-5405-2288
（鉄くず処理業用設備）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本食品機械工業会
03-5484-0981
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-3459-1228
日本真空工業会
（食肉又は食鳥処理加工設備）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
（液化石油ガススタンド設備）
日本自動販売機工業会
03-3431-7443
（前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの（主として金属製のもの、その他のもの））
チャデモ協議会
03-6205-4577
（電気自動車用急速充電器）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
日本測量機器工業会
03-3431-5007
（測量業用設備）
日本ガスメーター工業会
03-3504-8021
（計量証明業用設備）
03-3432-1671
日本冷凍空調工業会
（その他の設備）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
団体名
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番号

細目

47

宿泊業用設備

48

飲食店業用設備

49

洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）

団体名
03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
日本暖房機器工業会
03-6262-9773
（ホテル、旅館又は料理店業用設備及び給食用設備）
日本厨房工業会
03-3585-7251
（ホテル、旅館又は料理店業用設備及び給食用設備）
日本食品機械工業会
03-5484-0981
（ホテル、旅館又は料理店業用設備及び給食用設備 ）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本厨房工業会
03-3585-7251
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
日本食品機械工業会
03-5484-0981
日本産業機械工業会
03-3434-6821
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
日本暖房機器工業会
03-6262-9773
（ホテル、旅館又は料理店業用設備及び給食用設備）
日本自動販売機工業会
03-3431-7443
（ホテル、旅館又は料理店業用設備及び給食用設備（その他の設備））
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
03-6277-8159
全国理美容製造者協会
（洗濯業、浴場業用設備を除く）
日本暖房機器工業会
03-6262-9773
（クリーニング設備、公衆浴場設備）
日本スパ振興協会
03-5876-5042
（公衆浴場設備の温水器及び温かん）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）

23

番号
50

51

52

53

細目

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）

団体名

その他の生活関連サービス業用設備

03-3434-6821
日本産業機械工業会
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-6222-2275
日本包装機械工業会
03-5777-6167
日本エルピーガスプラント協会
日本工業炉協会
03-3861-0561
（火葬設備）
日本フォトイメージング協会
042-481-8029
（天然色写真現像焼付設備及びその他の写真現像焼付設備）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
娯楽業用設備
日本産業機械工業会
03-3434-6821
日本産業車両協会
03-3403-5556
電子情報技術産業協会
03-6268-0010
（映画館又は劇場用設備）
日本照明工業会
03-6803-0660
（映画館又は劇場用設備（照明設備））
日本アミューズメントマシン協会
03-3556-5522
（遊園地用設備、その他の設備）
03-3665-5591
日本空気清浄協会
（空気清浄に関連した設備）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業 日本産業機械工業会
03-3434-6821
用設備
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本エルピーガスプラント協会
03-5777-6167
全日本指定自動車教習所協会連合会
03-3556-0070
（教習用運転シミュレータ設備）
日本工作機械工業会
03-3434-3961
（教習用運転シミュレータ設備）
公益社団法人 全国学習塾協会
03-6915-2293
（教習用運転シミュレータ設備を除く）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
自動車整備業用設備
日本自動車機械工具協会
03-3203-5131
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
日本産業車両協会
03-3403-5556
03-3434-6821
日本産業機械工業会
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
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番号
54

細目

証明書発行団体
ご連絡先（電話番号）

団体名

その他のサービス業用設備

03-3403-5556
日本産業車両協会
日本食肉生産技術開発センター
03-5561-0786
03-6262-9773
日本暖房機器工業会
日本計量機器工業連合会
03-3268-2121
03-5484-0981
日本食品機械工業会
（食肉又は食鳥処理加工設備）
03-3434-6821
日本産業機械工業会
（食肉又は食鳥処理加工設備）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲 日本産業機械工業会
03-3434-6821
の区分によらないもの
日本産業車両協会
03-3403-5556
日本作業船協会
03-3211-8830
（ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備）
日本建設機械工業会
03-5405-2288
（ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備）
日本自動販売機工業会
03-3431-7443
（機械式駐車設備、前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの）
立体駐車場工業会
03-5542-0733
（機械式駐車設備）
電子情報技術産業協会
03-6268-0010
（蓄電池電源設備、電光文字設備）
日本機械工業連合会
03-3434-5381
（その他のもの）
日本鍛圧機械工業会
03-3432-4579
（その他のもの）
03-3459-1228
日本真空工業会
（その他の真空冶金装置）
チャデモ協議会
03-6205-4577
（電気自動車用急速充電器）
03-3434-2919
日本ロボット工業会
（産業用ロボット設備）
日本産業用無人航空機工業会
0538-32-2517
（無人航空機（ドローン））
03-6268-8544
太陽光発電協会
（太陽電池モジュール）
公害防止用減価償却資産
日本産業機械工業会
03-3434-6821
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【器具及び備品】

備考
事務机、事務いす 主として金属製のもの
及びキャビネット その他のもの
接客業用のもの
応接セット
その他のもの
ベッド

介護用

児童用机及びいす
陳列だな及び陳
列ケース

冷凍機付又は冷蔵機付のもの
冷蔵ショーケース
その他のもの
接客業用のもの

その他の家具

その他のもの

主として金属製のもの
その他のもの

ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器

音響機器（民生用）

ご連絡先
03-3668-5588
03-3668-5588
03-3668-5588

全日本ベット工業会
日本福祉用具・生活支援用具協会

03-3832-7833
03-3437-2623

日本オフィス家具協会

03-3668-5588

日本冷凍空調工業会
日本厨房工業会
日本製パン製菓機械工業会

03-3432-1671
03-3585-7251
03-6673-4333

日本オフィス家具協会
日本オフィス家具協会

03-3668-5588
03-3668-5588

電子情報技術産業協会
日本オーディオ協会
日本ガス石油機器工業会
日本冷凍空調工業会

03-6268-0010
03-3448-1206
03-3252-6101
03-3432-1671

動力伝導装置、ボイラ、ポンプ、送風機、
日本産業機械工業会
圧縮機
温風暖房機（冷房組込形を含む）、遠赤
日本暖房機器工業会
外線放射式暖房機
空気清浄関連機器
日本空気清浄協会
日本冷凍空調工業会
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに
日本電機工業会
類する電気機器
業務用厨房機器
日本厨房工業会
ガス給湯設備
日本ガス石油機器工業会
乾燥機（衣類）
日本暖房機器工業会
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
フリーザー、ショックフリーザー（急速冷凍
庫）、ブラストチラー、ドゥフリーザー、コー
ルドテーブル（台下冷蔵庫）、食品洗浄 日本製パン製菓機械工業会
機、容器・器具洗浄機、容器・器具洗浄乾
燥機、容器・器具洗浄脱水機
空気清浄関連機器
日本空気清浄協会
農業用低温貯蔵庫
日本農業機械工業会
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー（電気式のものを除く。）
日本厨房工業会
日本寝具寝装品協会
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品
カーテンに限る
日本インテリアファブリックス協会
じゅうたんその他 小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のも
日本カーペット工業組合
の床用敷物
その他のもの
日本カーペット工業組合
主として金属製のもの
室内装飾品
その他のもの
日本陶業連盟
食事又はちゆう房 陶磁器製又はガラス製のもの
日本硝子製品工業会
用品
日本琺瑯工業会
その他のもの
日本琺瑯工業会
主として金属製のもの
その他のもの
その他のもの
日本プラスチック日用品工業組合
冷房用又は暖房用機器

１ 家具、
電気機器、
ガス機器及
び家庭用品
（他の項に
掲げるもの
を除く。）

工業会名
日本オフィス家具協会
日本オフィス家具協会
日本オフィス家具協会
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03-3434-6821
03-6262-9773
03-3665-5591
03-3432-1671
03-3556-5881
03-3585-7251
03-3252-6101
03-6262-9773
03-6673-4333
03-3665-5591
03-3433-0415
03-3585-7251
03‐6661‐0213
03-3433-4521
06-6809-2868
06-6809-2868
052-935-7231
03-5937-5861
03-3623-2989
03-3623-2989
03-5644-1262

備考
謄写機器及びタイ 孔版印刷又は印書業用のもの
プライター
その他のもの
パーソナルコンピューター（サーバー用のものを除く。）
電子計算機
その他のもの
複写機、計算機（電子計算機を除く。）、金銭登録機、タイムレコーダーその他これ
らに類するもの
２ 事務機 その他の事務機器
器及び通信 テレタイプライター及びファクシミリ
機器
インターホン及び放送用設備

インターホン、ナースコール

デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備
電話設備その他
の通信機器

その他のもの

ルーター
テレビ会議システム
ルーター

時計
度量衡器

３ 時計、
試験機器
及び測定機
試験又は測定機器
器

計量機器
試験器
光学測定機器
精密測定機器、光学測定機器
計量機器、試験器、精密測定機器、光学
測定機器
分析機器
非破壊検査機器
非破壊検査機器
非破壊検査機器
空気清浄関連設備
真空機器
歯車試験機、歯車測定機器
自動車整備用測定機器
計量機器、精密測定機器、光学測定機器
食味分析計、穀物水分計
めっき膜厚用試験又は測定機器
ロボットに関するもの
無人航空機（ドローン）

オペラグラス
４ 光学機
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡
器及び写真
製作機器
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器
看板、ネオンサイン及び気球
マネキン人形及び模型
５ 看板及
主として金属製のもの
び広告器具
その他のもの
その他のもの

デジタルカメラ
望遠鏡
無人航空機（ドローン）
顕微鏡
ロボットに関するもの
ロボットに関するもの
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工業会名
ビジネス機械・情報システム産業協会

ご連絡先
03-6809-5129

電子情報技術産業協会
電子情報技術産業協会

03-6268-0010
03-6268-0010

ビジネス機械・情報システム産業協会

03-6809-5129

ビジネス機械・情報システム産業協会
電子情報技術産業協会
電子情報技術産業協会
インターホン工業会
情報通信ネットワーク産業協会
電子情報技術産業協会
電子情報技術産業協会
情報通信ネットワーク産業協会
情報通信ネットワーク産業協会

03-6809-5129
03-6268-0010
03-6268-0010
03-3492-0719
03-5403-9354
03-6268-0010
03-6268-0010
03-5403-9354
03-5403-9361

日本計量機器工業連合会
日本科学機器協会
日本測量機器工業会
日本電気計測器工業会
日本計量機器工業連合会
日本試験機工業会
日本光学測定機工業会
日本精密測定機器工業会

03-3268-2121
03-3661-5131
03-3431-5007
03-3662-8181
03-3268-2121
03-5289-7885
03-3435-8083
03-3434-9557

日本粉体工業技術協会

03-3815-3955

日本分析機器工業会
日本非破壊検査工業会
日本検査機器工業会
日本空気清浄協会
日本真空工業会
日本歯車工業会
日本自動車機械工具協会
日本精米工業会
日本農業機械工業会
全国鍍金工業組合連合会
日本ロボット工業会
日本産業用無人航空機工業会
日本望遠鏡工業会
カメラ映像機器工業会
日本望遠鏡工業会
日本産業用無人航空機工業会
日本写真映像用品工業会
日本顕微鏡工業会

03-3292-0642
03-5207-5960
03-3288-5080
03-3433-6511
052-261-7511
03-3665-5591
03-3459-1228
03-3431-1871
03-3203-5131
03-4334-2190
03-3433-0415
03-3433-3855
03-3434-2919
0538-32-2517
03-5398-1687
03-5442-4800
03-5398-1687
0538-32-2517
03-5276-3581
03-3432-5100

日本ロボット工業会
日本ディスプレイ業団体連合会
日本ロボット工業会

03-3434-2919
03-5524-3101
03-3434-2919

日本木工機械工業会

工業会名

備考

ご連絡先

溶接製のもの
ボンベ

塩素用のもの
その他のもの
大型コンテナー（長さが六メートル以上のものに限る。）
鍛造製のもの

６ 容器及 ドラムかん、コンテ
び金庫 ナーその他の容
その他のもの
器
金庫

金属製のもの
その他のもの

真空容器
包装容器
包装容器

手さげ金庫
その他のもの

７ 理容又は美容機器

真空機器
消毒殺菌用医療機器
歯科用機器
真空機器
手術機器
内視鏡関連機器・眼科関連機器
歯科用機器
真空機器

消毒殺菌用機器

手術機器
血液透析又は血しよう交換用機器
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器
調剤機器
歯科診療用ユニット
ファイバースコープ
光学検査機器
その他のもの
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動
血液分析器

８ 医療機
器
レントゲンその他
の電子装置を使
用する機器

その他のもの

陶磁器製又はガラス製のもの
主として金属製のもの

その他のもの

その他のもの

歯科用機器
真空機器
内視鏡関連機器・眼科関連機器・眼鏡関
連機器
歯科用機器
内視鏡関連機器・眼科関連機器・眼鏡関
連機器
歯科用機器
自動車教習所用視力検査器
生体現象測定装置・超音波画像診断装
診断用X線装置、Ｘ線ＣＴ装置
歯科用機器
生体現象測定装置・超音波画像診断装
内視鏡関連機器・眼科関連機器・眼鏡関
連機器
診断用X線装置、Ｘ線ＣＴ装置、診断用核
医学装置、診断用磁気共鳴装置、診断用
画像処理システム、骨密度測定装置、治
療用（放射線、結石破砕）装置
歯科用機器
介護機器
看護・介護機器
内視鏡関連機器・眼科関連機器・眼鏡関
連機器
画像診断用及び治療用（放射線、結石破
砕）関連用品(フィルム及び薬品類を除く)
介護機器
理学療法機器
歯科用機器
健康管理機器、疾病予防機器
分析機器
ロボットに関するもの
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日本真空工業会
日本包装技術協会
日本包装技術協会
日本セーフファニチュア協同組合連合会
日本セーフファニチュア協同組合連合会
日本エステティック工業会
日本真空工業会
日本医療機器工業会
日本歯科商工協会
日本真空工業会
日本医療機器工業会
日本医用光学機器工業会
日本歯科商工協会
日本真空工業会
日本医療機器テクノロジー協会
日本理学療法機器工業会
日本薬科機器協会
日本包装機械工業会
日本歯科商工協会
日本真空工業会

03-3459-1228
03-3543-1189
03-3543-1189
03-6659-6248
03-6659-6248
03-6240-9910
03-3459-1228
03-3816-5575
03-3851-0324
03-3459-1228
03-3816-5575
03-6225-5474
03-3851-0324
03-3459-1228
03-5212-3721
03-3811-8522
03-3407-8831
03-6222-2275
03-3851-0324
03-3459-1228

日本医用光学機器工業会

03-6225-5474

日本歯科商工協会

03-3851-0324

日本医用光学機器工業会

03-6225-5474

日本歯科商工協会
全日本指定自動車教習所協会連合会
電子情報技術産業協会
日本画像医療システム工業会
日本歯科商工協会
電子情報技術産業協会

03-3851-0324
03-3556-0070
03-6268-0010
03-3816-3450
03-3851-0324
03-6268-0010

日本医用光学機器工業会

03-6225-5474

日本画像医療システム工業会

03-3816-3450

日本歯科商工協会

03-3851-0324

日本福祉用具・生活支援用具協会
日本医療機器テクノロジー協会
日本医療機器工業会

03-3437-2623
03-5212-3721
03-3816-5575

日本医用光学機器工業会

03-6225-5474

日本画像医療システム工業会

03-3816-3450

日本福祉用具・生活支援用具協会
日本理学療法機器工業会
日本歯科商工協会
日本ホームヘルス機器協会
日本分析機器工業会
日本ロボット工業会

03-3437-2623
03-3811-8522
03-3851-0324
03-5805-6131
03-3292-0642
03-3434-2919

工業会名

備考
たまつき用具
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具
９ 娯楽又 スポーツ具
はスポーツ 劇場用観客いす
器具及び興 どんちよう及び幕
行又は演 衣しょう、かつら、小道具及び大道具
劇用具
主として金属製のもの
その他のもの

１０ 生物

その他のもの
貸付業用のもの
植物
その他のもの
魚類
鳥類
動物
その他のもの
映画フィルム（スライドを含む。）、磁気テープ及びレコード

ハンドメイド製品に関するもの

ロボットに関するもの
無人航空機（ドローン）
スポーツ器具
スポーツ器具

テントシートに限る
繊維ロープﾟに限る

シート及びロープ

ご連絡先

日本ホビー協会
日本スポーツ用品工業協会
日本オフィス家具協会

03-3851-6628
03-3219-2041
03-3668-5588

日本ロボット工業会
日本産業用無人航空機工業会
日本スポーツ用品工業協会
日本スポーツ用品工業協会

03-3434-2919
0538-32-2517
03-3219-2041
03-3219-2041

電子情報技術産業協会
日本テントシート工業組合連合会
日本繊維ロープ工業組合

03-6268-0010
03-5283-6676
0533-57-5377

日本製網工業組合
海洋水産システム協会
全日本葬祭業協同組合連合会
全国楽器協会
日本自動販売機工業会
日本自動販売機工業会
日本産業機械工業会
日本ロボット工業会
日本産業用無人航空機工業会
日本農業機械工業会

03-5295-2836
03-6411-0021
03-5769-8701
03-3251-7444
03-3431-7443
03-3431-7443
03-3434-6821
03-3434-2919
0538-32-2517
03-3433-0415

日本免震構造協会

03-5775-5432

日本フルードパワー工業会

03-3433-5397

日本チエーン工業会

03-5769-2437

きのこ栽培用ほだ木
漁具
１１ 前掲
葬儀用具
のもの以外
楽器
のもの
自動販売機（手動のものを含む。）
無人駐車管理装置
焼却炉
その他のもの

主として金属製のもの
その他のもの

１２ 前掲す
る資産のう
ち、当該資
産について
定められて
いる前掲の 主として金属製のもの
耐用年数に
よるもの以
外のもの及
び前掲の区
分によらな
いもの
その他のもの

漁網に限る
漁労機器 ・ 集魚灯

ロボットに関するもの
無人航空機（ドローン）
農業用作業支援器具

免震装置、制震装置

免震装置
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【建物附属設備】

蓄電池電源設備

電気設備（照明設備を含む。）
その他のもの

備考
鉛蓄電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケ
ル水素電池、リチウムイオン電池
ＮＡＳ電池
レドックスフロー電池
照明設備
燃料電池、変圧器
太陽電池モジュール
受変電設備
コージェネ（燃料電池含む）

冷暖房設備（冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの）
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
その他のもの
エレベーター
昇降機設備
エスカレーター
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備
主として金属製のもの
アーケード又は日よけ設備
その他のもの

ご連絡先
03-3434-0261

日本ファインセラミックス協会
日本電機工業会
日本照明工業会
日本電機工業会
太陽光発電協会
日本配電制御システム工業会
コージェネレーション・エネルギー高度利用センター

03-3431-8271
03-3556-5881
03-6803-0660
03-3556-5881
03-6268-8544
03-3436-5510
03-3500-1612

内燃力又はガスタービン発電設備

日本内燃力発電設備協会

03-5439-4391

動力伝導装置、クレーン・巻上機

日本産業機械工業会

03-3434-6821

日本産業機械工業会
キッチン・バス工業会
日本レストルーム工業会
日本ガス石油機器工業会
日本真空工業会
日本ガス石油機器工業会
日本冷凍空調工業会

03-3434-6821
03-3436-6453
03-5206-5493
03-3252-6101
03-3459-1228
03-3252-6101
03-3432-1671

給排水ポンプ
キッチン・洗面・バス
トイレ
ガス設備
真空機器

給排水又は衛生設備及びガス設備

工業会名
電池工業会

温水ボイラ、温水発生機、温風暖房機、貫
日本暖房機器工業会
流ボイラー
日本冷凍空調工業会
動力伝導装置、ボイラ、ポンプ、送風機、
日本産業機械工業会
圧縮機
日本空気清浄協会
空気清浄関連設備
日本エレベーター協会
日本産業機械工業会
日本エレベーター協会
日本産業機械工業会
消火設備機器・警報設備機器・避難器具 全国消防機器協会
日本消火装置工業会
消火設備・機器
全国自動ドア協会
ドアー自動開閉設備
全国自動ドア産業振興会
日本空気清浄協会
日本ブラインド工業会
ブラインド
日本産業機械工業会
ブラインド（動力伝導装置に限る）
日本ブラインド工業会
ブラインド
日本産業機械工業会
ブラインド（動力伝導装置に限る）
日本ウインドウ・フィルム工業会
日射調光フィルム
テント倉庫、オーニング（テントシート製に
日本テントシート工業組合連合会
限る）

03-6262-9773
03-3432-1671
03-3434-6821
03-3665-5591
03-3407-6471
03-3434-6821
03-3407-6471
03-3434-6821
03-3595-1868
03-5404-2181
03-3436-3287
03-3998-3077
03-3665-5591
03-5484-6111
03-3434-6821
03-5484-6111
03-3434-6821
03-6416-3813
03-5283-6676

店用簡易装備
簡易なもの
その他のもの

可動間仕切り

前掲のもの以外のもの及び前掲の区分に 主として金属製のもの
よらないもの
その他のもの

テントシート製に限る
テントシート製に限る
免震装置、制震装置
免震装置

日本テントシート工業組合連合会
日本テントシート工業組合連合会
日本免震構造協会
日本フルードパワー工業会
日本チエーン工業会

03-5283-6676
03-5283-6676
03-5775-5432
03-3433-5397
03-5769-2437

工業会名
日本科学機器協会
日本測量機器工業会
日本空気清浄協会
日本電気計測器工業会
日本計量機器工業連合会
日本試験機工業会
日本分析機器工業会
日本検査機器工業会
日本空気清浄協会
日本真空工業会
日本自動車機械工具協会
日本光学測定機工業会
日本精密測定機器工業会
日本精米工業会

ご連絡先
03-3661-5131
03-3431-5007
03-3665-5591
03-3662-8181
03-3268-2121
03-5289-7885
03-3292-0642
03-3288-5080
03-3433-6511
052-261-7511
03-3665-5591
03-3459-1228
03-3203-5131
03-3435-8083
03-3434-9557
03-4334-2190

日本粉体工業技術協会

03-3815-3955

工業会名
情報サービス産業協会

ご連絡先
03-6214-1121

【工具】
備考

電気又は電子を利用するもの
計量機器
試験器
分析機器
非破壊検査機器
測定工具及び検査工具（電気又は電子を利用するものを含む。）

非破壊検査機器
空気清浄関連設備
真空機器
自動車整備用測定機器
光学測定機器
精密測定機器、光学測定機器
計量機器、精密測定機器、光学測定機器
計量機器、試験器、精密測定機器、光学
測定機器

日本木工機械工業会

【ソフトウェア】
（情報収集・分析・指示機能を有するもの）
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