
　　この表は遺失・拾得の種類欄に物品名を登録する際に物品名から検索できるよう50音順に並べたものです。

検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考

あ 1 アームカバー アームカバー 460799 その他衣類

2 アイウォッチ アイウォッチ 220199 その他腕時計

3 アイコス アイコス 260199 その他電気製品

4 ＩＣカード（鍵） アイシーカード 500402 ＩＣカード

5 アイシーコイン・ＩＣコイン アイシーコイン 360299 その他プリペイドカード

6 アイシーレコーダー・ＩＣレコーダー アイシーレコーダー 260499 その他電子機器

7 ituneカード・アイチューンカード アイチューンカード 360299 その他プリペイドカード

8 iPad、アイパッド アイパッド 260499 その他電子機器

9 iPhone・アイフォン アイフォン 280104 スマートフォン

10 iPhone・アイフォン アイフォン 280104 スマートフォン

11 アイブロー・アイライナー アイブロー・アイライナー 540304 アイブロー・アイライナー

12 iPod、アイポッド アイポッド 260201 デジタルオーディオプレーヤー

13 iPod touch、アイポッドタッチ アイポッドタッチ 260201 デジタルオーディオプレーヤー

14 アクションカメラ アクションカメラ 200201 デジタルビデオカメラ

15 アタッシュケース アタッシュケース 120106 アタッシュケース

16 アダプタ アダプタ 260703 アダプタ

17 アップルウォッチ アップルウォッチ 220199 その他腕時計

18 アドレス帳 アドレス帳
チョウ 400102 アドレス帳

19 anello・アネロ アネロ 120202 リュックサック

20 雨靴 雨靴
アマグツ 460907 雨靴

21 編み棒 編
ア

み棒
ボウ 329999 その他趣味・娯楽用品

22 アルバム アルバム 400304 アルバム

23 暗証カード 暗証
アンショウ

カード 340899 その他会員証（カード）

24 アンドロイド アンドロイド 280104 スマートフォン

25 アンプ アンプ 260399 その他音響関連品

い 26 EXICカード イーエックスアイシーカード 340899 その他会員証（カード）

27 ＥＴＣカード イーティーシーカード 340807 ＥＴＣカード

28 ＩＣＯＣＡカード イコカカード 360206 ＩＣＯＣＡカード

29 ＩＣＯＣＡ定期 イコカ定期
テイキ 360302 ＩＣＯＣＡ定期

30 遺骨 遺骨
イコツ 520504 お骨

31 一眼レフカメラ 一眼
イチガン

レフカメラ 200103 一眼レフカメラ

32 位置情報携帯端末 位置
イチ

情報
ジョウホウ

携帯
ケイタイ

端末
タンマツ 289901 位置情報携帯端末

33 糸 糸
イト 520199 その他生活用品

34 犬 犬
イヌ 580101 犬

35 イヤホン イヤホン 260301 イヤホン

36 イヤリング イヤリング 300402 イヤリング

五十音順

遺失物管理プログラム 物件コード入力 逆引き早見表（50音順）

ここを見て探します 該当する物品名を入力します

活用方法

（例） アームカバーを登録する場合

① 遺失物管理プログラム 物品コード入力 逆引き早見表（５０音順）からアームカバーに対応する物品を調べる。例の場合は、「その他衣類」が該当。

② 物品登録時の入力区分を「50音順」にする（初期設定は「50音順」になっています）。

③ 「50音」から「そ」を選択する。

④ 「種類」から「その他衣類」を選び、「特徴」欄に「アームカバー」と記載してください。

物品名そのものが登録できる場合は、「特徴」欄への物品記載は不要です。 （例）アダプタ

４
双眼鏡
その他
その他医療関連品
その他衣類
その他衣類付属品
その他腕時計
その他音響関連品
その他会員証（カード）
その他鍵
その他鍵（キーケース付）
その他鍵（キーホルダー付）
その他かばん
その他紙類
その他カメラ

３

クリック

選択

２
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検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

い 37 医療関連品（その他） 医療
イリョウ

関連品
カンレンヒン

（その他） 540299 その他医療関連品 大分類54中分類02にないもの

38 衣類(その他） 衣類
イルイ

(その他
タ

） 460799 その他衣類 大分類46中分類07にないもの

39 衣類付属品(その他） 衣類
イルイ

付属品
フゾクヒン

(その他） 460899 その他衣類付属品 大分類46中分類08にないもの

40 入れ歯 入
イ

れ歯
バ

540203 入れ歯

41 印鑑 印鑑
インカン

400201 印鑑

42 印鑑ケース 印鑑
インカン

ケース 520799 その他ケース、カバー

43 印鑑登録証 印鑑
インカン

登録証
トウロクショウ

340506 印鑑登録証

44 印鑑登録証明書 印鑑
インカン

登録
トウロク

証明
ショウメイ

書
ショ 340507 印鑑登録証明書

45 飲料水 飲料水
インリョウスイ

560102 飲料水

う 46 ウイッグ ウイッグ 520499 その他装飾品

47 ウインドブレーカー ウインドブレーカー 460607 ウインドブレーカー

48 植木鉢 植木鉢
ウエキバチ

580202 鉢植え

49 ウエストポーチ ウエストポーチ 120402 ウエストポーチ

50 ウォークマン ウォークマン 260201 デジタルオーディオプレーヤー

51 ウォーターボトル ウォーターボトル 520201 水筒

52 浮き輪 浮
ウ

き輪
ワ

320152 浮き輪

53 ウサギ ウサギ 580199 その他動物

54 うちわ うちわ 520112 うちわ

55 腕時計(その他） 腕時計
ウデドケイ

(その他
タ

） 220199 その他腕時計 大分類22中分類01にないもの

56 腕時計男性用（革製ベルト） 腕
ウデ

時計
トケイ

男
オトコ

性
セイ

用
ヨウ

（革
カワ

製
セイ

ベルト） 220103 腕時計男性用（革製ベルト）

57 腕時計女性用（革製ベルト） 腕
ウデ

時計
トケイ

女性用
ジョセイヨウ

（革
カワ

製
セイ

ベルト） 220104 腕時計女性用（革製ベルト）

58 腕時計女性用（金属製ベルト） 腕
ウデ

時計
トケイ

女性用
ジョセイヨウ

（金属
キンゾク

製
セイ

ベルト） 220102 腕時計女性用（金属製ベルト）

59 腕時計女性用（その他ベルト） 腕
ウデ

時計
トケイ

女性用
ジョセイヨウ

（その他
タ

ベルト） 220106 腕時計女性用（その他ベルト）

60 腕時計男性用（金属製ベルト） 腕
ウデ

時計
トケイ

男性用
ダンセイヨウ

（金属
キンゾク

製
セイ

ベルト） 220101 腕時計男性用（金属製ベルト）

61 腕時計男性用（その他ベルト） 腕
ウデ

時計
トケイ

男性
ダンセイ

用
ヨウ

（その他
タ

ベルト） 220105 腕時計男性用（その他ベルト）

62 上着(その他） 上着
ウワギ

(その他
タ

） 460499 その他上着 大分類46中分類04にないもの

63 上履き 上履
ウワバ

き 460999 その他履き物

64 上履き入れ 上履
ウワバ

き入
イ

れ 120108 シューズバッグ

65 運転経歴証明書 運転
ウンテン

経歴
ケイレキ

証明書
ショウメイショ 340299 その他身分証明書

66 運転免許証 運転
ウンテン

免許
メンキョ

証
ショウ 340101 運転免許証

67 運動靴 運動靴
ウンドウグツ 460902 運動靴

え 68 Ａｉｒ　ｐｏｄｓ・エアポッド エアポッド 260301 イヤホン

69 auウォレット（クレジット付） エーユーウォレット 340702 クレジットカード

70 auウォレット エーユーウォレット 360299 その他プリペイドカード

71 エコバッグ エコバッグ 120199 その他手提げかばん

72 ＳＤカード エスディーカード 260699 その他外部記録媒体

73 エスボード エスボード 320151 スケートボード

74 エディ・edy エディ 360299 その他プリペイドカード

75 エネキー エネキー 340806 給油カード

76 エプロン エプロン 460704 エプロン

77 絵本 絵本
エホン

380199 その他書籍

78 ＭＤ エムディー 260608 ＭＤ

79 ＭＤソフト(著作品） エムディーソフト 380203 ＭＤソフト

80 ＭＤプレーヤー エムディープレーヤー 260203 ＭＤプレーヤー

81 ＭＰ３プレーヤー エムピースリープレーヤー 260201 デジタルオーディオプレーヤー

82 エルゴ エルゴ 520199 その他生活用品

お 83 オートバイの鍵 オートバイの鍵
カギ 500199 その他鍵

84 オートバイの鍵(キーケース付き） オートバイの鍵(キーケース付き） 500399 その他鍵(キーケース付き）

85 オートバイの鍵(キーホルダー付き） オートバイの鍵(キーホルダー付き） 500299 その他鍵(キーホルダー付き）

86 置時計 置時計
オキドケイ 229901 置時計

87 お薬手帳 お薬
クスリ

手帳
テチョウ 340599 その他証明書類

88 お骨 お骨
コツ 520504 お骨

89 おしゃぶり オシャブリ 520199 その他生活用品

90 お年玉袋 お年玉
トシダマ

袋
フクロ 140201 お年玉袋

91 オブラート オブラート 540299 その他医療関連品

92 オペラグラス オペラグラス 240403 オペラグラス

93 お弁当袋 お弁当
ベントウ

袋
ブクロ 120199 その他手提げかばん

94 お守り お守
マモ

り 520501 お守り

95 おみくじ おみくじ 520503 おみくじ

96 おもちゃ おもちゃ 329901 おもちゃ

97 折りたたみ傘 折
オ

りたたみ傘
カサ 480102 折りたたみ傘

98 折りたたみ日傘 折
オ

りたたみ日傘
ヒガサ 480104 日傘

99 オレンジカード オレンジカード 360208 オレンジカード

100 音響関連品(その他） 音響
オンキョウ

関連品
カンレンヒン

(その他） 260399 その他音響関連品 大分類26中分類03にないもの

か 101 カーディガン カーディガン 460403 カーディガン
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検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

か 102 カード入れ カード入
イ

れ 180103 カード入れ

103 カードキー（セキュリティ会社等記載） カードキー 500401 セキュリティカード 警備会社名等記載のもの

104 カードキー カードキー 500499 その他カーﾄﾞキー

105 カードキー(自動車） カードキー 500101 自動車用鍵

106 カードキー（玄関・家用） カードキー（玄関
ゲンカン

・家
イエ

用
ヨウ

） 500499 その他のカードキー

107 カードキー（その他） カードキー（その他
タ

） 500499 その他カードキー 大分類50中分類04にないもの

108 会員券 会員券
カイインケン

360102 会員券

109 絵画 絵画
カイガ 389901 絵画

110 外国通貨 外国
ガイコク

通貨
ツウカ

369902 外国通貨

111 介護保険者証 介護
カイゴ

保険者
ホケンシャ

証
ショウ

340599 その他証明書類

112 介護保険証 介護
カイゴ

保険
ホケン

証
ショウ

340599 その他証明書類

113 回数券 回数券
カイスウケン

360401 回数券

114 懐中時計 懐中
カイチュウ

時計
トケイ 229902 懐中時計

115 外部記録媒体（その他） 外部
ガイブ

記録
キロク

媒体
バイタイ

（その他） 260699 その他外部記録媒体 大分類26中分類06にないもの

116 買い物カート 買
カ

い物
モノ

カート 520699 その他自転車類

117 鏡 鏡
カガミ

520110 鏡

118 鍵（キーケース付）（その他） 鍵
カギ

（キーケース付
ツ

）（その他） 500399 その他鍵（キーケース付） 大分類50中分類03にないもの

119 鍵（キーホルダー付）（その他） 鍵
カギ

（キーホルダー付
ツ

）（その他） 500299 その他鍵（キーホルダー付） 大分類50中分類02にないもの　　　ストラップ含む

120 鍵（その他） 鍵
カギ

（その他） 500199 その他鍵 大分類50中分類01にないもの　　　ストラップ含む

121 学生かばん 学生
ガクセイ

かばん 120109 学生かばん

122 覚せい剤 覚
カク

せい剤
ザイ 990103 覚せい剤

123 学生証・生徒証 学生証
ガクセイショウ

・生徒
セイト

証
ショウ 340201 学生証・生徒証

124 楽譜 楽譜
ガクフ 389999 その他著作品

125 かご かご 440199 その他小包・箱

126 傘カバー 傘
カサ

カバー 520705 傘カバー

127 菓子 菓子
カシ 560101 食品

128 菓子箱 菓子箱
カシバコ 440102 菓子箱

129 カセットテープ カセットテープ 260605 カセットテープ

130 ガソリンプリペイドカード ガソリンプリペイドカード 340806 給油カード

131 肩掛けかばん かたかけかばん 120201 ショルダーバッグ

132 カタログ カタログ 420205 カタログ

133 カチューシャ カチューシャ 520499 その他装飾品

134 楽器（その他） 楽器
ガッキ

（その他） 320299 その他楽器 大分類32中分類02にないもの

135 カッターナイフ カッターナイフ 409901 カッターナイフ

136 合羽 合羽
カッパ 460609 合羽

137 カツラ・かつら カツラ・かつら 520499 その他装飾品

138 家電リサイクル券 家電
カデン

リサイクル券
ケン 360199 その他有価証券

139 画版 画
ガ

版
バン 329999 その他趣味娯楽用品

140 かばん（その他） かばん（その他） 129999 その他かばん 大分類12中分類99にないもの

141 株券 株券
カブケン 360106 株券

142 カフスボタン カフスボタン 460804 カフスボタン

143 株主優待カード、株主優待券 株主
カブヌシ

優待
ユウタイ

カード、株主
カブヌシ

優待券
ユウタイケン 360199 その他有価証券

144 株主優待乗車証 株主
カブヌシ

優待
ユウタイ

乗車証
ジョウシャショウ 360305 株主優待乗車証

145 壁掛時計 壁掛
カベカ

時計 229903 壁掛時計

146 鎌 鎌
カマ 520399 その他工具

147 がま口 がま口
グチ

160201 がま口

148 紙おむつ、おむつ 紙
カミ

おむつ、おむつ 520199 その他生活用品

149 髪飾り 髪飾
カミカザ

り 520499 その他装飾品

150 紙袋 紙
カミ

袋
ブクロ 140105 紙袋

151 紙類（その他） 紙
カミ

類
ルイ

（その他） 429999 その他紙類 大分類42中分類99にないもの

152 カメラ（その他） カメラ（その他） 200199 その他カメラ 大分類20中分類01にないもの

153 カメラケース カメラケース 200301 カメラケース

154 カメラ付属品（その他） カメラ付属品
フゾクヒン

（その他） 200399 その他カメラ付属品 大分類20中分類03にないもの

155 カメラレンズ カメラレンズ 200304 カメラレンズ

156 亀類 亀
カメ

類
ルイ 580105 亀類

157 火薬類 火薬類
カヤクルイ 990105 火薬類

158 カラーコーン カラーコーン 999999 その他

159 仮運転免許証 仮
カリ

運転
ウンテン

免許
メンキョ

証
ショウ 340102 仮運転免許証

160 カレンダー カレンダー 420203 カレンダー

161 革靴 革靴
カワグツ 460901 革靴

162 管楽器 管楽器
カンガッキ 320202 管楽器

163 かんざし かんざし 520405 かんざし

164 看板 看板
カンバン 999905 看板

き 165 キーケース キーケース 520702 キーケース

166 キーホルダー キーホルダー 520105 キーホルダー
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検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

き 167 キーレス・キーレスエントリーキー キーレス・キーレスエントリーキー 500101 自動車用鍵

168
キーレス・キーレスエントリーキー
(キーホルダー付き） キーレス・キーレスエントリーキー 500201 自動車用鍵(キーホルダー付き）

169 貴金属（その他） 貴金属
キキンゾク

（その他） 309999 その他貴金属 大分類30中分類99にないもの

170 ギター ギター 320201 弦楽器

171 キックボード キックボード 329906 キックボード

172 キッズ携帯 キッズ携帯
ケイタイ

280101 携帯電話

173 キッチンタオル キッチンタオル 520199 その他生活用品

174 切手類（その他） 切手類
キッテルイ

（その他） 360699 その他切手類 大分類36中分類06にないもの

175 記念硬貨(硬貨として使用できない） 記念
キネン

硬貨
コウカ

(硬貨
コウカ

として使用
シヨウ

できない）369903 古銭・旧通貨

176 ギフト券 ギフト券
ケン

360103 ギフト券

177 着物 着物
キモノ

460610 着物

178 キャスケット キャスケット 460199 その他帽子

179 脚立 脚立
キャタツ

520199 その他生活用品

180 キャッシュカード キャッシュカード 340701 キャッシュカード

181 キャップ キャップ 460101 キャップ

182 キャミソール・タンクトップ キャミソール・タンクトップ 460412 キャミソール・タンクトップ

183 キャリーバッグ キャリーバッグ 129901 スーツケース

184 救急箱 救急箱
キュウキュウバコ 540104 救急箱

185 給油カード 給油
キュウユ

カード 340806 給油カード

186 教科書 教科書
キョウカショ 380106 教科書

187 共済組合員証 共済
キョウサイ

組合員
クミアイイン

証
ショウ 340303 共済組合員証

188 矯正器具 矯正
キョウセイ

器具
キグ 540299 その他医療関連品

189 魚類 魚類
ギョルイ 580104 魚類

190 金庫 金庫
キンコ 999902 金庫

191 金地金 金地金
キンジガネ 309901 金地金

192 きんちゃく きんちゃく 120404 きんちゃく

く 193 グーグルマネーカード・Googleマネーカード グーグルマネーカード 360299 その他プリペイドカード

194 クーポン券 クーポン券
ケン 360199 その他有価証券

195 クーラーバッグ クーラーバッグ 120199 その他手提げかばん

196 クーラーボックス クーラーボックス 320154 クーラーボックス

197 ＱＵＯカード クオカード 360203 ＱＵＯカード

198 くし くし 520107 くし

199 薬 薬
クスリ 540103 薬

200 薬（その他） 薬
クスリ

（その他） 540199 その他薬 大分類54中分類01にないもの

201 薬袋 薬
クスリ

袋
ブクロ 140203 薬袋

202 果物 果物
クダモノ 560101 食品

203 口紅 口紅
クチベニ 540301 口紅

204 靴下 靴下
クツシタ 460705 靴下

205 クッション クッション 520115 クッション

206 クラッチバッグ クラッチバッグ 120301 セカンドバッグ

207 クリアケース クリアケース 400399 その他整理収納用品

208 車いす 車
クルマ

いす 520699 その他自転車類

209 車部品 車
クルマ

部品
ブヒン 520605 車部品

210 クレーン免許証 クレーン免許証
メンキョショウ 340517 クレーン免許証

211 クレジットカード クレジットカード 340702 クレジットカード

212 クレジット機能付きキャッシュカード クレジット機能
キノウ

付
ツ

きキャッシュカード 340701 キャッシュカード

213 グロー・gloo(電子たばこ） グロー(電子たばこ） 260199 その他電気製品

214 グローブ ぐろーぶ 320102 野球用具

215 クロックス クロックス 460905 サンダル

け 216 携帯音響品（その他） 携帯
ケイタイ

音響
オンキョウ

品
ヒン

（その他） 260299 その他携帯音響品 大分類26中分類02にないもの

217 携帯充電器 携帯
ケイタイ

充電器
ジュウデンキ 260701 充電器

218 携帯扇風機 携帯
ケイタイ

扇風機
センプウキ 260199 その他電気製品

219 携帯電話機 携帯
ケイタイ

電話
デンワ

機
キ 280101 携帯電話機

220 携帯ラジオ 携帯
ケイタイ

ラジオ 260202 携帯ラジオ

221 契約書 契約
ケイヤク

書
ショ 420103 契約書

222 敬老カード（プリペイドカード） 敬老
ケイロウ

カード（プリペイドカード） 360307 敬老優待乗車証

223 敬老パス 敬老
ケイロウ

パス 360307 敬老優待乗車証

224 敬老優待乗車証 敬老
ケイロウ

優待
ユウタイ

乗車証
ジョウシャショウ 360307 敬老優待乗車証

225 ケージ ケージ 580399 その他動植物関連

226 ケース・カバー（その他） ケース・カバー（その他） 520799 その他ケース・カバー 大分類52中分類07にないもの

227 ケーブル ケーブル 260704 コード

228 ゲームカード ゲームカード 329903 ゲームカード

229 ゲーム機 ゲーム機
キ 260501 ゲーム機

230 ゲームソフト ゲームソフト 260502 ゲームソフト

231 化粧品（その他） 化粧品
ケショウヒン

（その他） 540399 その他化粧品 大分類54中分類03にないもの
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検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

け 232 弦楽器 弦楽器
ゲンガッキ 320201 弦楽器

233 献血カード 献血
ケンケツ

カード 340504 献血手帳

234 献血手帳 献血
ケンケツ

手帳
テチョウ

340504 献血手帳

235 建築図面 建築
ケンチク

図面
ズメン

420201 建築図面

236 原付・バイク 原付
ゲンツキ

・バイク 520602 原付・バイク

こ 237 コインケース こいんけーす 160399 その他小銭入れ
チャック式・ホック式では
ないもの

238 後期高齢者医療受給者証 後期
コウキ

高齢者
コウレイシャ

医療
イリョウ

受給者
ジュキュウシャ

証
ショウ

340304 老人医療証

239 工具（その他） 工具
コウグ

（その他） 520399 その他工具 大分類52中分類03にないもの

240 航空券 航空券
コウクウケン

360403 航空券

241 香水 香水
コウスイ

540302 香水

242 神戸市バスカード（プリペイドカード） 神戸
コウベ

市
シ

バスカード（プリペイドカード）360299 その他プリペイドカード

243 ゴーグル ゴーグル 240302 ゴーグル

244 コート コート 460410 コート

245 コード コード 260704 コード

246 ゴープロ・gopro ゴープロ 200202 ビデオカメラ

247 小切手 小切手
コギッテ

360105 小切手

248 国際免許証 国際
コクサイ

免許証
メンキョショウ

340103 国際免許証

249 国民健康保険証 国民
コクミン

健康
ケンコウ

保険証
ホケンショウ 340301 国民健康保険証

250 コサージュ コサージュ 520406 コサージュ

251 個人番号カード 個人
コジン

番号
バンゴウ

カード 340522 個人番号カード

252 小銭入れ（その他） 小銭
コゼニ

入
イ

れ（その他） 160399 その他小銭入れ 大分類16中分類03にないもの

253 小銭入れ（チャック式） 小銭
コゼニ

入
イ

れ（チャック式
シキ

） 160301 小銭入れ（チャック式）

254 小銭入れ（ホック式） 小銭
コゼニ

入
イ

れ（ホック式
シキ

） 160302 小銭入れ（ホック式）

255 古銭・旧通貨 古銭
コセン

・旧
キュウ

通貨
ツウカ 369903 古銭・旧通貨

256 小包・箱（その他） 小包
コヅツミ

・箱
ハコ

（その他） 440199 その他小包・箱 大分類44中分類01にないもの

257 子供１１０番のマグネット 子供
コドモ

１１０番
バン

のマグネット 520199 その他生活用品

258 こども医療証 こども医療証
イリョウショウ 340305 乳児医療証

259 小物入れ 小物
コモノ

入
イ

れ 120406 小物入れ

260 雇用保険被保険者証 雇用
コヨウ

保険
ホケン

被保険者
ヒホケンシャ

証
ショウ 340505 雇用保険被保険者証

261 ゴルフクラブ ゴルフクラブ 320101 ゴルフ用具

262 ゴルフバッグ ゴルフバッグ 320101 ゴルフ用具

263 ゴルフ用具 ゴルフ用具
ヨウグ 320101 ゴルフ用具

264 コンタクト洗浄液 コンタクト洗浄液
センジョウエキ 540199 その他薬

265 コンタクトレンズ コンタクトレンズ 240301 コンタクトレンズ

266 昆虫類 昆虫類
コンチュウルイ 580107 昆虫類

267 コンパクト コンパクト 540303 コンパクト

268 コンパクトカメラ コンパクトカメラ 200102 コンパクトカメラ

さ 269 財布（その他） 財布
サイフ

（その他） 160199 その他財布 大分類16中分類01にないもの

270 在留カード（外国人登録証） 在留
ザイリュウ

カード（外国
ガイコク

人
ジン

登録
トウロク

証
ショウ

） 340205 在留カード（外国人登録証）

271 作業着 作業着
サギョウギ 460603 作業着

272 酒類 酒
サケ

類
ルイ

560103 酒類

273 札入れ 札入
サツイ

れ 160199 その他財布

274 サッカーシューズ サッカーシューズ 460902 運動靴

275 冊子 冊子
サッシ 380107 冊子

276 雑誌 雑誌
ザッシ 380102 雑誌

277 座布団 座布団
ザブトン

520116 座布団

278 サポーター（スポーツ用） サポーター 320149 その他スポーツ用具

279 サポーター（医療用） サポーター 540299 その他医療関連品

280 皿 皿
サラ 520205 皿

281 三脚 三脚
サンキャク 200303 三脚

282 サングラス サングラス 240201 サングラス

283 参考書 参考書
サンコウショ 380199 その他書籍

284 サンダル サンダル 460905 サンダル

285 サンバイザー サンバイザー 460104 サンバイザー

し 286 ＣＤ シーディー 260607 ＣＤ

287 ＣＤソフト(著作品） シーディーソフト 380202 ＣＤソフト

288 ＣＤプレーヤー シーディープレーヤー 260204 ＣＤプレーヤー

289 ジーパン ジーパン 460502 ジーパン

290 シール シール 329999 その他趣味・娯楽用品

291 Ｊスルーカード ジェイスルーカード 360207 Ｊスルーカード

292 ジェイボード ジェイボード 320151 スケートボード

293 資格証 資格
シカク

証
ショウ 340599 その他証明書類

294 時刻表 時刻表
ジコクヒョウ 380104 時刻表

295 下着類 下着
シタギ

類
ルイ 460701 下着類

296 自転車 自転車
ジテンシャ 520601 自転車
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検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

し 297 自転車用鍵 自転車
ジテンシャ

用
ヨウ

鍵
カギ 500102 自転車用鍵

298 自転車用鍵（キーケース付） 自転車
ジテンシャ

用
ヨウ

鍵
カギ

（キーケース付
ツ

） 500302 自転車用鍵（キーケース付）

299 自転車用鍵（キーホルダー付） 自転車
ジテンシャ

用
ヨウ

鍵
カギ

鍵
カギ

（キーホルダー付
ツ

） 500202 自転車用鍵（キーホルダー付） ストラップ含む

300 自転車類（その他） 自転車
ジテンシャ

類
ルイ

（その他） 520699 その他自転車類 大分類52中分類06にないもの

301 自動車検査証 自動車
ジドウシャ

検査
ケンサ

証
ショウ

340510 自動車検査証

302 自動車用鍵 自動車
ジドウシャ

用
ヨウ

鍵
カギ

500101 自動車用鍵

303 自動車用鍵（キーケース付） 自動車
ジドウシャ

用
ヨウ

鍵
カギ

（キーケース付
ツ

） 500301 自動車用鍵（キーケース付）

304 自動車用鍵（キーホルダー付） 自動車
ジドウシャ

用
ヨウ

鍵
カギ

（キーホルダー付
ツ

） 500201 自動車用鍵（キーホルダー付） ストラップ含む

305 自賠責保険証 自賠責
ジバイセキ

保険証
ホケンショウ

340512 自賠責保険証

306 SIMカード・シムカード シムカード 260699 その他外部記録媒体

307 ジャージ ジャージ 460608 スポーツウェア

308 社員・従業員証 社員
シャイン

・従業員
ジュウギョウイン

証
ショウ

340203 社員・従業員証

309 社会保険証 社会
シャカイ

保険証
ホケンショウ 340302 社会保険証

310 ジャケット ジャケット 460402 ジャケット

311 車券 車券
シャケン

360503 車券

312 写真 写真
シャシン

380301 写真

313 写真パネル 写真
シャシン

パネル 380303 写真パネル

314 写真類（その他） 写真
シャシン

類
ルイ

（その他） 380399 その他写真類 大分類38中分類03にないもの

315 ジャンパー ジャンパー 460401 ジャンパー

316 シャンプー シャンプー 520199 その他生活用品

317 ジュース ジュース 560102 飲料水

318 シューズバッグ シューズバッグ 120108 シューズバッグ 上履き入れ含む

319 充電器 充電器
ジュウデンキ 260701 充電器

320 柔道着 柔道着
ジュウドウギ 460606 柔道着

321 収入印紙 収入
シュウニュウ

印紙
インシ 360602 収入印紙

322 銃砲 銃砲
ジュウホウ 990101 銃砲

323 住民基本台帳カード 住民
ジュウミン

基本
キホン

台帳
ダイチョウ

カード 340509 住民基本台帳カード

324 住民票 住民票
ジュウミンヒョウ 340508 住民票

325 シュシュ シュシュ 520499 その他装飾品

326 数珠 数珠
ジュズ 520502 数珠

327 朱肉 朱肉
シュニク 400202 朱肉

328 趣味・娯楽用品（その他） 趣味
シュミ

・娯楽
ゴラク

用品
ヨウヒン

（その他） 329999 その他趣味・娯楽用品 大分類32中分類99にないもの

329 傷害保険証 傷害
ショウガイ

保険証
ホケンショウ 340514 傷害保険証

330 消火器 消火器
ショウカキ 999903 消火器

331 定規 定規
ジョウギ 409903 定規

332 上下衣類（その他） 上下
ジョウゲ

衣類
イルイ

（その他） 460699 その他上下衣類 大分類46中分類06にないもの

333 証券（その他） 証券
ショウケン

（その他） 369999 その他証券 大分類36中分類99にないもの

334 証券カード 証券
ショウケン

カード 340899 その他会員証（カード）

335 証紙 証紙
ショウシ 360699 その他切手類

336 乗車券 乗車券
ジョウシャケン 360402 乗車券

337 乗車券（その他） 乗車券
ジョウシャケン

（その他） 360499 その他乗車券 大分類36中分類04にないもの

338 賞状 賞状
ショウジョウ 420109 賞状

339 使用済郵便はがき 使用
シヨウ

済
ズ

郵便
ユウビン

はがき 429903 使用済郵便はがき

340 商品券 商品券
ショウヒンケン 360101 商品券

341 証明書類（その他） 証明
ショウメイ

書類
ショルイ

（その他） 340599 その他証明書類 大分類34中分類05にないもの

342 ショール ショール 460303 ショール

343 食品 食品
ショクヒン 560101 食品

344 植物（その他） 植物
ショクブツ

（その他） 580299 その他植物 大分類58中分類02にないもの

345 食料品（その他） 食料品
ショクリョウヒン

（その他） 560199 その他食料品 大分類56中分類01にないもの

346 所持禁止物品（その他） 所持
ショジ

禁止
キンシ

物品
ブッピン

（その他） 990199 その他所持禁止物品 大分類99中分類01にないもの

347 初心者マーク 初心者
ショシンシャ

マーク 520199 その他生活用品

348 書籍（その他） 書籍
ショセキ

（その他） 380199 その他書籍 大分類38中分類01にないもの

349 食器（その他） 食器
ショッキ

（その他） 520299 その他食器 大分類52中分類02にないもの

350 食券 食券
ショッケン 429907 食券

351 書類（その他） 書類
ショルイ

（その他） 420199 その他書類 大分類42中分類01にないもの

352 書類ケース 書類
ショルイ

ケース 400302 書類ケース

353 書類袋 書類
ショルイ

袋
ブクロ 140204 書類袋

354 ショルダーバッグ ショルダーバッグ 120201 ショルダーバッグ

355 資料 資料
シリョウ 420108 資料

356 シルバーカート シルバーカート 520699 その他自転車類

357 シルバーパス シルバーパス 360303 シルバーパス

358 診察券 診察券
シンサツケン 340306 診察券

359 身体障害者手帳 身体
シンタイ

障害者
ショウガイシャ

手帳
テチョウ 340501 身体障害者手帳

360 身体障害者無料乗車証 身体
シンタイ

障害者
ショウガイシャ

無料
ムリョウ

乗車証
ジョウシャショウ 360304 身体障害者無料乗車証

361 神仏具品（その他） 神
シン

仏具
ブツグ

品
ヒン

（その他） 520599 その他神仏具品 大分類52中分類05にないもの

- 6 -



検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

し 362 新聞 新聞
シンブン 380199 その他書籍

す 363 水泳帽 水泳帽
スイエイボウ

460199 その他帽子

364 スイカカード（定期） スイカカード 360301 定期券

365 スイカカード スイカカード 360299 その他プリペイドカード 定期ではないもの

366 水筒 水筒
スイトウ

520201 水筒

367 スーツ スーツ 460601 スーツ

368 スーツケース スーツケース 129901 スーツケース

369 スーパーの袋 スーパーの袋
フクロ 140103 レジ袋

370 スーパーボール スーパーボール 329901 おもちゃ

371 スカート スカート 460503 スカート

372 スカーフ スカーフ 460302 スカーフ

373 スキー板 スキー板
イタ

320149 その他スポーツ用具

374 スケートボード スケートボード 320151 スケートボード

375 スケボー スケボー 320151 スケートボード

376 スゴカカード（定期） スゴカカード 360301 定期券

377 スゴカカード スゴカカード 360299 その他プリペイドカード

378 スコップ スコップ 520199 その他生活用品

379 スタイ スタイ 460799 その他衣類

380 スタンプカード スタンプカード 340801 メンバーズカード

381 ステッカー ステッカー 329999 その他趣味・娯楽用品

382 ストール ストール 460304 ストール

383 ストッキング ストッキング 460799 その他衣類

384 ストラップ ストラップ 520106 ストラップ

385 スヌード スヌード 460399 その他マフラー

386 スノーボード スノーボード 320149 その他スポーツ用具

387 スパイク スパイク 460902 運動靴

388 スピードパス スピードパス 340806 給油カード

389 スプーン スプーン 520299 その他食器

390 スポーツウェア スポーツウェア 460608 スポーツウェア

391 スポーツバッグ(手提げ） スポーツバッグ 120105 スポーツバッグ

392 スポーツバッグ（肩掛け） スポーツバッグ 120203 スポーツバッグ

393 スポーツ用具（その他） スポーツ用具
ヨウグ

（その他） 320149 その他スポーツ用具 大分類32中分類01にないもの

394 ズボン ズボン 460501 ズボン

395 ズボン類（その他） ズボン類
ルイ

（その他） 460599 その他ズボン類 大分類46中分類05にないもの

396
スマートイコカ・スマートＩＣＯＣＡ・
SMARTICOCA スマートイコカ 360206 ICOCAカード

397 スマートウォッチ スマートウォッチ 220199 その他腕時計

398 スマートキー スマートキー 500101 自動車用鍵

399 スマートキー(キーホルダー付き） スマートキー 500201 自動車用鍵(キーホルダー付
き）

400 スマートタグ スマートタグ 289901 位置情報携帯端末

401 スマートフォン スマートフォン 280104 スマートフォン

402 スマートフォンケース スマートフォンケース 520799 その他ケース、カバー

403 図面（その他） 図面
ズメン

（その他） 420299 その他図面 大分類42中分類02にないもの

404 スリッパ スリッパ 460906 スリッパ

405 受領書 受領
ズリョウ

書
ショ 420105 受領書

406 スルッとＫＡＮＳＡＩ スルットカンサイ 360204 スルッとＫＡＮＳＡＩ

せ 407 生活保護受給者証 生活
セイカツ

保護
ホゴ

受給者
ジュキュウシャ

証
ショウ 340599 その他証明書類

408 生活用品（その他） 生活
セイカツ

用品
ヨウヒン

（その他） 520199 その他生活用品 大分類52中分類01にないもの

409 請求書 請求書
セイキュウショ

420199 その他書類

410 精神障害者保健福祉手帳 精神
セイシン

障害者
ショウガイシャ

保健
ホケン

福祉
フクシ

手帳
テチョウ 340599 その他証明書類

411 生徒手帳 生徒
セイト

手帳
テチョウ 340201 学生証・生徒証

412 制服 制服
セイフク 460604 制服

413 生命保険証 生命
セイメイ

保険証
ホケンショウ 340513 生命保険証

414 整理収納用品（その他） 整理
セイリ

収納
シュウノウ

用品
ヨウヒン

（その他） 400399 その他整理収納用品 大分類40中分類03にないもの

415 生理用品 生理
セイリ

用品
ヨウヒン 520199 その他生活用品

416 セーター セーター 460407 セーター

417 セカンドバッグ セカンドバッグ 120301 セカンドバッグ

418 セキュリティカード セキュリティカード 500401 セキュリティカード

419 セコムキー セコムキー 500401 セキュリティカード

420 石鹸 石鹸
セッケン 520111 石鹸

421 説明書 説明書
セツメイショ 420199 その他書類

422 洗顔料 洗顔料
センガンリョウ 520199 その他生活用品

423 線香 線香
センコウ 520599 その他神仏具品

424 洗剤 洗剤
センザイ 520199 その他生活用品
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検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

せ 425 扇子 扇子
センス 520113 扇子

426 船舶免許証 船舶
センパク

免許証
メンキョショウ

340515 船舶免許証

427 洗面具 洗面
センメン

具
グ

520109 洗面具

そ 428 双眼鏡 双眼鏡
ソウガンキョウ

240401 双眼鏡

429 双眼鏡（その他） 双眼鏡
ソウガンキョウ

（その他） 240499 その他双眼鏡 大分類24中分類04にないもの

430 装飾品（その他） 装飾品
ソウショクヒン

（その他） 520499 その他装飾品 大分類52中分類04にないもの

431 ソーイングセット ソーイングセット 520199 その他生活用品

432 その他医療関連品 その他
タ

医療
イリョウ

関連品
カンレンヒン 540299 その他医療関連品 大分類54中分類02にないもの

433 その他衣類 その他
タ

衣類
イルイ

460799 その他衣類 大分類46中分類07にないもの

434 その他衣類付属品 その他
タ

衣類
イルイ

付属品
フゾクヒン

460899 その他衣類付属品 大分類46中分類08にないもの

435 その他腕時計 その他
タ

腕時計
ウデドケイ

220199 その他腕時計 大分類22中分類01にないもの

436 その他上着 その他
タ

上着
ウワギ

460499 その他上着 大分類46中分類04にないもの

437 その他音響関連品 その他
タ

音響
オンキョウ

関連品
カンレンヒン 260399 その他音響関連品 大分類26中分類03にないもの

438 その他カードキー その他
タ

カードキー 500499 その他カードキー 大分類50中分類04にないもの

439 その他会員証（カード） その他
タ

会員証
カイインショウ

（カード） 340899 その他会員証（カード） 大分類34中分類08にないもの

440 会員証（カード）（その他） その他
タ

会員証
カイインショウ

（カード）（その他） 340899 その他会員証（カード） 大分類34中分類08にないもの

441 その他外部記録媒体 その他
タ

外部
ガイブ

記録
キロク

媒体
バイタイ

260699 その他外部記録媒体 大分類26中分類06にないもの

442 その他鍵 その他
タ

鍵
カギ 500199 その他鍵 大分類50中分類01にないもの

443 その他鍵（キーケース付） その他
タ

鍵
カギ

（キーケース付
ツ

） 500399 その他鍵（キーケース付） 大分類50中分類03にないもの

444 その他鍵（キーホルダー付） その他
タ

鍵
カギ

（キーホルダー付
ツ

） 500299 その他鍵（キーホルダー付） 大分類50中分類02にないもの　　　ストラップ含む

445 その他楽器 その他
タ

楽器
ガッキ 320299 その他楽器 大分類32中分類02にないもの

446 その他かばん その他
タ

かばん 129999 その他かばん 大分類12中分類99にないもの

447 その他紙類 その他
タ

紙
カミ

類
ルイ 429999 その他紙類 大分類42中分類99にないもの

448 その他カメラ その他
タ

カメラ 200199 その他カメラ 大分類20中分類01にないもの

449 その他カメラ付属品 その他
タ

カメラ付属品
フゾクヒン 200399 その他カメラ付属品 大分類20中分類03にないもの

450 その他貴金属 その他
タ

貴金属
キキンゾク 309999 その他貴金属 大分類30中分類99にないもの

451 その他切手類 その他
タ

切手類
キッテルイ 360699 その他切手類 大分類36中分類06にないもの

452 その他薬 その他
タ

薬
クスリ 540199 その他薬 大分類54中分類01にないもの

453 その他携帯音響品 その他
タ

携帯
ケイタイ

音響
オンキョウ

品
ヒン 260299 その他携帯音響品 大分類26中分類02にないもの

454 その他ケース・カバー その他
タ

ケース・カバー 520799 その他ケース・カバー 大分類52中分類07にないもの

455 その他化粧品 その他
タ

化粧品
ケショウヒン 540399 その他化粧品 大分類54中分類03にないもの

456 その他工具 その他
タ

工具
コウグ 520399 その他工具 大分類52中分類03にないもの

457 その他小銭入れ その他
タ

小銭
コゼニ

入
イ

れ 160399 その他小銭入れ 大分類16中分類03にないもの

458 その他小包・箱 その他
タ

小包
コヅツミ

・箱
ハコ 440199 その他小包・箱 大分類44中分類01にないもの

459 その他財布 その他
タ

財布
サイフ 160199 その他財布 大分類16中分類01にないもの

460 その他自転車類 その他
タ

自転車
ジテンシャ

類
ルイ 520699 その他自転車類 大分類52中分類06にないもの

461 その他写真類 その他
タ

写真
シャシン

類
ルイ 380399 その他写真類 大分類38中分類03にないもの

462 その他趣味・娯楽用品 その他
タ

趣味
シュミ

・娯楽
ゴラク

用品
ヨウヒン 329999 その他趣味・娯楽用品 大分類32中分類99にないもの

463 その他上下衣類 その他
タ

上下
ジョウゲ

衣類
イルイ 460699 その他上下衣類 大分類46中分類06にないもの

464 その他証券 その他
タ

証券
ショウケン 369999 その他証券 大分類36中分類99にないもの

465 その他乗車券 その他
タ

乗車券
ジョウシャケン

360499 その他乗車券 大分類36中分類04にないもの

466 その他証明書類 その他
タ

証明
ショウメイ

書類
ショルイ 340599 その他証明書類 大分類34中分類05にないもの

467 その他植物 その他
タ

植物
ショクブツ 580299 その他植物 大分類58中分類02にないもの

468 その他食料品 その他
タ

食料品
ショクリョウヒン 560199 その他食料品 大分類56中分類01にないもの

469 その他所持禁止物品 その他
タ

所持
ショジ

禁止
キンシ

物品
ブッピン 990199 その他所持禁止物品 大分類99中分類01にないもの

470 その他書籍 その他
タ

書籍
ショセキ

380199 その他書籍 大分類38中分類01にないもの

471 その他食器 その他
タ

食器
ショッキ 520299 その他食器 大分類52中分類02にないもの

472 その他書類 その他
タ

書類
ショルイ 420199 その他書類 大分類42中分類01にないもの

473 その他神仏具品 その他
タ

神
シン

仏具
ブツグ

品
ヒン 520599 その他神仏具品 大分類52中分類05にないもの

474 その他スポーツ用具 その他
タ

スポーツ用具
ヨウグ 320149 その他スポーツ用具 大分類32中分類01にないもの

475 その他ズボン類 その他
タ

ズボン類
ルイ 460599 その他ズボン類 大分類46中分類05にないもの

476 その他図面 その他
タ

図面
ズメン 420299 その他図面 大分類42中分類02にないもの

477 その他生活用品 その他
タ

生活
セイカツ

用品
ヨウヒン 520199 その他生活用品 大分類52中分類01にないもの

478 その他整理収納用品 その他
タ

整理
セイリ

収納
シュウノウ

用品
ヨウヒン 400399 その他整理収納用品 大分類40中分類03にないもの

479 その他双眼鏡 その他
タ

双眼鏡
ソウガンキョウ 240499 その他双眼鏡 大分類24中分類04にないもの

480 その他装飾品 その他
タ

装飾品
ソウショクヒン 520499 その他装飾品 大分類52中分類04にないもの

481 その他著作品 その他
タ

著
チョ

作品
サクヒン 389999 その他著作品 大分類38中分類99にないもの

482 その他通信機器 その他
タ

通信
ツウシン

機器
キキ 289999 その他通信機器 大分類28中分類99にないもの

483 その他定期券 その他
タ

定期券
テイキケン 360399 その他定期券 大分類36中分類03にないもの

484 その他ディスク・テープ(著作品） その他
タ

ディスク・テープ 380299 その他ディスク・テープ 大分類38中分類02にないもの

485 その他手提げかばん その他
タ

手提
テサ

げかばん 120199 その他手提げかばん 大分類12中分類01にないもの

486 その他手帳・ノート その他
タ

手帳
テチョウ

・ノート 400199 その他手帳・ノート 大分類40中分類01にないもの

487 その他電気製品 その他
タ

電気
デンキ

製品
セイヒン 260199 その他電気製品 大分類26中分類01にないもの

488 その他電気製品付属品 その他
タ

電気
デンキ

製品
セイヒン

付属品
フゾクヒン 260799 その他電気製品付属品 大分類26中分類07にないもの

489 その他電子玩具 その他
タ

電子
デンシ

玩具
ガング 260599 その他電子玩具 大分類26中分類05にないもの
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検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

そ 490 その他電子機器 その他
タ

電子
デンシ

機器
キキ 260499 その他電子機器 大分類26中分類04にないもの

491 その他動植物関連品 その他
タ

動植物
ドウショクブツ

関連品
カンレンヒン

580399 その他動植物関連品 大分類58中分類03にないもの

492 その他動物 その他
タ

動物
ドウブツ

580199 その他動物 大分類58中分類01にないもの

493 その他時計 その他
タ

時計
トケイ

229999 その他時計 大分類22中分類99にないもの

494 その他馬券・宝くじ類 その他
タ

馬券
バケン

・宝
タカラ

くじ類
ルイ

360599 その他馬券・宝くじ類 大分類36中分類05にないもの

495 その他履物 その他
タ

履
ハ

物
モノ

460999 その他履物 大分類46中分類09にないもの

496 その他封筒 その他
タ

封筒
フウトウ

140299 その他封筒 大分類14中分類02にないもの

497 その他袋 その他
タ

袋
フクロ 140199 その他袋 大分類14中分類01にないもの

498 その他プリペイドカード その他
タ

プリペイドカード 360299 その他プリペイドカード 大分類36中分類02にないもの

499 その他文具 その他
タ

文具
ブング

409999 その他文具 大分類40中分類99にないもの

500 その他帽子 その他
タ

帽子
ボウシ

460199 その他帽子 大分類46中分類01にないもの

501 その他マフラー その他
タ

マフラー 460399 その他マフラー 大分類46中分類03にないもの

502 その他身分証明書類 その他
タ

身分
ミブン

証明
ショウメイ

書類
ショルイ 340299 その他身分証明書類 大分類34中分類02にないもの

503 その他有価証券 その他
タ

有価
ユウカ

証券
ショウケン

360199 その他有価証券 大分類36中分類01にないもの

504 その他レジャー用品 その他
タ

レジャー用品
ヨウヒン

320199 その他レジャー用品 大分類32中分類01にないもの

505 損傷紙幣 損傷
ソンショウ

紙幣
シヘイ

369901 損傷紙幣

た 506 体温計 体温計
タイオンケイ

540299 その他医療関連品

507 台車 台車
ダイシャ 520604 台車

508 体操服 体操服
タイソウフク 460608 スポーツウェア

509 タイツ タイツ 460799 その他衣類

510 タイヤ タイヤ 520605 車部品

511 ダイレクトメール・DM（封書） ダイレクトメール 429999 その他紙類 封書などはがき以外

512 ダイレクトメール・DM（はがき） ダイレクトメール 429903 使用済み郵便はがき

513 ダウンコート ダウンコート 460410 コート

514 ダウンジャケット ダウンジャケット 460402 ジャケット

515 ダウンベスト ダウンベスト 460409 ベスト

516 タオル タオル 520101 タオル

517 タオルハンカチ タオルハンカチ 520102 ハンカチ

518 宝くじ 宝
タカラ

くじ 360501 宝くじ

519 タクシー券 タクシー券
ケン 360499 その他乗車券

520 宅地建物取扱主任者証 宅地
タクチ

建物
タテモノ

取扱
トリアツカイ

主任
シュニン

者
シャ

証
ショウ 340518 宅地建物取扱主任者証

521 宅配物 宅配物
タクハイブツ 440103 宅配物

522 ｔａｓｐｏ タスポ 340808 ｔａｓｐｏ

523 卓球ラケット 卓球
タッキュウ

ラケット 320149 その他スポーツ用具

524 抱っこひも・だっこひも 抱
ダ

っこひも 520199 その他生活用品

525 たばこ たばこ 560104 たばこ

526 たばこ入れ たばこ入
イ

れ 120405 たばこ入れ

527 タブレット端末 タブレット端末
タンマツ 260499 その他電子機器

528 単眼鏡 単眼
タンガン

鏡
キョウ 240402 単眼鏡

529 単行本 単行本
タンコウボン 380103 単行本

530 ダンボール箱 ダンボール箱
バコ

440101 ダンボール箱

ち 531 チケット チケット 369904 入場券

532 地図 地図
チズ 380108 地図

533 駐車禁止除外指定車標章 駐車
チュウシャ

禁止
キンシ

除外
ジョガイ

指定
シテイ

車
シャ

標章
ヒョウショウ 340599 その他証明書類

534 駐車券 駐車券
チュウシャケン 429906 駐車券

535 駐車除外標章 駐車
チュウシャ

除外
ジョガイ

標章
ヒョウショウ

340599 その他証明書類

536 注文書 注文書
チュウモンショ 420107 注文書

537 駐輪券 駐輪
チュウリン

券
ケン 429906 駐車券

538 調味料 調味料
チョウミリョウ 560199 その他食品

539 鳥類 鳥類
チョウルイ 580103 鳥類

540 著作品（その他） 著
チョ

作品
サクヒン

（その他） 389999 その他著作品 大分類38中分類99にないもの

つ 541 通行証 通行証
ツウコウショウ 340519 通行証

542 通信機器（その他） 通信
ツウシン

機器
キキ

（その他） 289999 その他通信機器 大分類28中分類99にないもの

543 通知カード 通知
ツウチ

カード 340521 通知カード

544 杖 杖
ツエ 540201 杖

545 使い捨てカメラ 使い捨
ツカイス

てカメラ 200104 使い捨てカメラ

546 釣り道具 釣
ツ

り道具
ドウグ 320153 釣り道具

て 547 Ｔカード ティーカード 340801 メンバーズ（ポイント）カード

548 Ｔシャツ ティーシャツ 460404 Ｔシャツ

549 ＤＶＤ ディーブイディー 260606 ＤＶＤ

550 ＤＶＤソフト(著作品） ディーブイディーソフト 380204 ＤＶＤソフト

551 ＤＶＤプレーヤー ディーブイディープレーヤー 260104 ＤＶＤプレーヤー

552 定期券 定期券
テイキケン 360301 定期券

553 定期券（その他） 定期券
テイキケン

（その他） 360399 その他定期券 大分類36中分類03にないもの

554 定期券入れ 定期券
テイキケン

入
イ

れ 180101 定期券入れ
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検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

て 555 ディスク・テープ(著作品）（その他） ディスク・テープ(著作品
ヒン

）（その他） 380299 その他ディスク・テープ 大分類38中分類02にないもの

556 ティッシュ ティッシュ 520199 その他生活用品

557 ティッシュケース ティッシュケース 520704 ティッシュケース

558 デイパック でいぱっく 120202 リュックサック

559 手押し車 手押
テオ

し車
クルマ

520699 その他自転車類

560 手紙 手紙
テガミ

429905 手紙

561 手提げかばん（その他） 手提
テサ

げかばん（その他） 120199 その他手提げかばん 大分類12中分類01にないもの

562 手提げ金庫 手提
テサ

げ金庫
キンコ 400305 手提げ金庫

563 手提げ袋（紙） 手提
テサ

げ袋
フクロ

（紙
カミ

） 140102 手提げ袋（紙）

564 手提げ袋（ビニール） 手提
テサ

げ袋
フクロ

（ビニール） 140101 手提げ袋（ビニール）

565 デジタル一眼レフカメラ デジタル一眼
イチガン

レフカメラ 200103 一眼レフカメラ

566 デジタルオーディオプレーヤー デジタルオーディオプレーヤー 260201 デジタルオーディオプレーヤー

567 デジタルカメラ デジタルカメラ 200101 デジタルカメラ

568 デジタルビデオカメラ デジタルビデオカメラ 200201 デジタルビデオカメラ

569 手帳・システム手帳 手帳
テチョウ

・システム手帳
テチョウ

400101 手帳・システム手帳

570 手帳・ノート（その他） 手帳
テチョウ

・ノート（その他） 400199 その他手帳・ノート 大分類40中分類01にないもの

571 テニス用具 テニス用具
ヨウグ

320103 テニス用具

572 テニスラケット テニスラケット 320103 テニス用具

573 手ぬぐい 手
テ

ぬぐい 520199 その他生活用品

574 デビットカード デビットカード 340701 キャッシュカード

575 手袋（片手） 手袋
テブクロ

（片手
カタテ

） 460202 手袋（片手）

576 手袋（両手） 手袋
テブクロ

（両手
リョウテ

） 460201 手袋（両手）

577 テレホンカード テレホンカード 360201 テレホンカード

578 電気かみそり 電気
デンキ

かみそり 260103 電気かみそり

579 電気図面 電気
デンキ

図面
ズメン 420202 電気図面

580 電気製品（その他） 電気
デンキ

製品
セイヒン

（その他） 260199 その他電気製品 大分類26中分類01にないもの

581 電気製品付属品（その他） 電気
デンキ

製品
セイヒン

付属品
フゾクヒン

（その他） 260799 その他電気製品付属品 大分類26中分類07にないもの

582 電子楽器 電子
デンシ

楽器
ガッキ 320203 電子楽器

583 電子玩具（その他） 電子
デンシ

玩具
ガング

（その他） 260599 その他電子玩具 大分類26中分類05にないもの

584 電子機器（その他） 電子
デンシ

機器
キキ

（その他） 260499 その他電子機器 大分類26中分類04にないもの

585 電子辞書 電子
デンシ

辞書
ジショ 260405 電子辞書

586 電子たばこ・電子タバコ 電子
デンシ

たばこ・電子
デンシ

タバコ 260199 その他電気製品

587 電子手帳 電子
デンシ

手帳
テチョウ 260406 電子手帳

588 電卓 電卓
デンタク 260404 電卓

589 電池 電池
デンチ 260702 電池

と 590 トイレットペーパー トイレットペーパー 520199 その他生活用品

591 刀剣 刀剣
トウケン 990102 刀剣

592 動植物関連品（その他） 動植物
ドウショクブツ

関連品
カンレンヒン

（その他） 580399 その他動植物関連品 大分類58中分類03にないもの

593 動物（その他） 動物
ドウブツ

（その他） 580199 その他動物 大分類58中分類01にないもの

594 動物搬送用かばん 動物
ドウブツ

搬送用
ハンソウヨウ

かばん 580399 その他動植物関連

595 トートバッグ トートバッグ 120103 トートバッグ

596 土器・石器 土器
ドキ

・石器
セッキ 999901 土器・石器

597 毒劇物 毒
ドク

劇物
ゲキブツ 990106 毒劇物

598 特別永住者証明書 特別
トクベツ

永住者
エイジュウシャ

証明書
ショウメイショ 340205 在留カード(外国人登録証)

599 時計（その他） 時計
トケイ

（その他） 229999 その他時計 大分類22中分類99にないもの

600 図書カード 図書
トショ

カード 360202 図書カード

601 図書館利用者カード 図書館
トショカン

利用者
リヨウシャ

カード 340803 図書館利用者カード

602 図書券 図書券
トショケン 360199 その他有価証券

603 ドライバー ドライバー 520301 ドライバー

604 ドライヤー ドライヤー 260105 ドライヤー

605 トランク トランク 120107 トランク

606 トランプ トランプ 329905 トランプ

607 鳥かご 鳥
トリ

かご 580302 鳥かご

608 トルカ（定期） トルカ 360301 定期券

609 トルカ トルカ 360299 その他プリペイドカード

610 トレーナー トレーナー 460408 トレーナー

611 ドローン ドローン 329999 その他趣味・娯楽用品

な 612 苗・なえ 苗
ナエ 580299 その他植物

613 長傘 長
ナガ

傘
カサ 480101 長傘

614 長財布 長財布
ナガサイフ 160101 長財布

615 ナップサック ナップサック 120202 リュックサック

616 ナナコカード ナナコカード 360299 その他プリペイドカード

617 ナプキン ナプキン 520199 その他生活用品

618 名札 名札
ナフダ 520401 名札

619 ナンバープレート ナンバープレート 340511 ナンバープレート
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検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

に 620 二コパカード（定期） 二
ニ

コパカード 360399 その他定期券

621 二コパカード 二
ニ

コパカード 360299 その他プリペイドカード

622 ニット帽 ニット帽
ボウ

460199 その他帽子

623 入館証 入館証
ニュウカンショウ

340203 社員・従業員証

624 乳児医療証 乳児
ニュウジ

医療
イリョウ

証
ショウ

340305 乳児医療証

625 入室カード 入室
ニュウシツ

カード 500403 入室カード

626 入場券 入場券
ニュウジョウケン

369904 入場券

627 入庁証 入庁
ニュウチョウ

証
ショウ 340203 社員・従業員証

628 人形 人形
ニンギョウ

329904 人形

ぬ 629 ぬいぐるみ ぬいぐるみ 329902 ぬいぐるみ

630 布袋 布
ヌノ

袋
フクロ

140106 布袋

631 ぬりえ ぬりえ 329999 その他趣味・娯楽用品

ね 632 ネガ ネガ 380302 ネガ

633 ネクタイ ネクタイ 460703 ネクタイ

634 ネクタイピン ネクタイピン 460803 ネクタイピン

635 猫 猫
ネコ

580102 猫

636 ネックウォーマー ネックウォーマー 460399 その他マフラー

637 ネックピロー ネックピロー 520199 その他生活用品

638 ネックレス ネックレス 300101 ネックレス

639 年間パスポート 年間
ネンカン

パスポート 369904 入場券

640 年金手帳 年金
ネンキン

手帳
テチョウ 340503 年金手帳

の 641 納品書 納品書
ノウヒンショ 420199 その他書類

642 ノート ノート 400103 ノート

643 のし袋 のし袋
フクロ 140202 のし袋

644 のびのびパスポート のびのびパスポート 340599 その他証明書類

は 645 歯 歯
ハ 999999 その他

646 パーカー パーカー 460411 パーカー

647 バーベキューセット バーベキューセット 320199 その他レジャー用品

648 バイクの鍵 バイクの鍵
カギ 500199 その他鍵

649 バイクの鍵(キーケース付き） バイクの鍵(キーケース付き） 500399 その他鍵(キーケース付き）

650 バイクの鍵(キーホルダー付き） バイクの鍵(キーホルダー付き） 500299 その他鍵(キーホルダー付き）

651 灰皿 灰皿
ハイザラ 520104 灰皿

652 バインダー バインダー 400303 バインダー

653 はがき・葉書（未使用） はがき・葉書
ハガキ 360603 未使用郵便はがき

654 はがき・葉書（使用済み） はがき・葉書
ハガキ 429903 使用済み郵便はがき

655 白衣 白衣
ハクイ 460605 白衣

656 馬券 馬券
バケン 360502 馬券

657 馬券・宝くじ類（その他） 馬券
バケン

・宝
タカラ

くじ類
ルイ

（その他） 360599 その他馬券・宝くじ類 大分類36中分類05にないもの

658 はさみ はさみ 409902 はさみ

659 箸、はし 箸
ハシ

、はし 520299 その他食器

660 パジャマ パジャマ 460706 パジャマ

661 パスケース パスケース 180101 定期券入れ

662 パスポート パスポート 340206 パスポート

663 ＰＡＳＭＯ パスモ 360299 その他プリペイドカード

664 PASMO定期 パスモ定期
テイキ 360399 その他定期券

665 パソコン パソコン 260401 パソコン

666 パソコン周辺機器 パソコン周辺
シュウヘン

機器
キキ 260402 パソコン周辺機器

667 パソコンソフト パソコンソフト 260403 パソコンソフト

668 鉢植え 鉢植
ハチウ

え 580202 鉢植え

669 爬虫類 爬虫類
ハチュウルイ 580106 爬虫類

670 パチンコＩＣカード パチンコアイシーカード 360299 その他プリペイドカード

671 バックル バックル 460802 バックル

672 バッジ バッジ 520403 バッジ

673 バッシュ バッシュ 460902 運動靴

674 ハット ハット 460102 ハット

675 バトミントンラケット バトミントンラケット 320149 その他スポーツ用具

676 花束 花束
ハナタバ 580201 花束

677 ハニカカード（定期） ハニカカード 360301 定期券

678 ハニカカード ハニカカード 360299 その他プリペイドカード

679 ﾊﾆｶ定期 ﾊﾆｶ定期
テイキ 360301 定期券

680 歯ブラシ 歯
ハ

ブラシ 520199 その他生活用品

681 ハムスター ハムスター 580199 その他動物

682 履物（その他） 履
ハ

物
モノ

（その他） 460999 その他履物 大分類46中分類09にないもの

683 はやかけん（定期） はやかけん 360301 定期券

684 はやかけん はやかけん 360299 その他プリペイドカード
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検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

は 685 針 針 520199 その他生活用品

686 版画 版画
ハンガ

389902 版画

687 ハンガーケース ハンガーケース 129902 ハンガーケース

688 ハンカチ ハンカチ 520102 ハンカチ

689 絆創膏 絆創膏
バンソウコウ

540199 その他薬

690 バンダナ バンダナ 460799 その他衣類

691 ハンチング帽子・ハンティング帽子 ハンチング帽子・ハンティング帽子
ボウシ

460199 その他帽子

692 ハンドバッグ ハンドバッグ 120101 ハンドバッグ

693 パンプス パンプス 460903 パンプス

694 パンフレット パンフレット 420204 パンフレット

ひ 695 ピアス ピアス 300401 ピアス

696 ＰＨＳ端末機 ピーエイチエス端末機
タンマツキ

280102 ＰＨＳ端末機

697 ビール券 ビール券
ケン 360104 ビール券

698 日傘 日傘
ヒガサ

480104 日傘

699 ひざ掛け ひざ掛
カ

け 460305 ひざ掛け

700 ビジネスバッグ ビジネスバッグ 120102 ビジネスバッグ

701 ピタパ・ＰｉＴａＰａカード ピタパカード 360205 ＰｉＴａＰａカード クレジット含む

702 ピタパ・PiTaPa定期 ピタパ定期
テイキ 360301 定期券

703 筆記用具 筆記
ヒッキ

用具
ヨウグ 400401 筆記用具

704 ビデオカメラ ビデオカメラ 200202 ビデオカメラ

705 ビデオソフト ビデオソフト 380201 ビデオソフト

706 ビデオテープ ビデオテープ 260604 ビデオテープ

707 ビデオレンタルカード ビデオレンタルカード 340804 ビデオレンタルカード

708 ビニール傘 ビニール傘
カサ 480103 ビニール傘

709 ビニール袋 ビニール袋
ブクロ 140104 ビニール袋 レジ袋以外、ポリ袋含む

710 肥料 肥料
ヒリョウ 580304 肥料

ふ 711 ファー ファー 460399 その他マフラー

712 ファイル ファイル 400301 ファイル

713 ファンデーション（リキッド・クリームなど） ファンデーション 540399 その他化粧品

714 ファンデーション（コンパクト） ファンデーション 540303 コンパクト コンパクトタイプ

715 フィルム フィルム 200302 フィルム

716 ブーツ ブーツ 460904 ブーツ

717 封筒 封筒
フウトウ 140205 封筒

718 封筒（その他） 封筒
フウトウ

（その他） 140299 その他封筒 大分類14中分類02にないもの

719 笛 笛
フエ 320202 管楽器

720 フォーク フォーク 520299 その他食器

721 福祉乗車証 福祉
フクシ

乗車
ジョウシャ

証
ショウ 360306 福祉乗車証

722 袋（その他） 袋
フクロ

（その他） 140199 その他袋 大分類14中分類01にないもの

723 二つ折財布 二
フタ

つ折
オ

財布
サイフ 160102 二つ折財布

724 筆箱 筆箱
フデバコ 400402 筆箱

725 舟券 舟券
フナケン

360599 その他馬券・宝くじ類

726 ブラウス ブラウス 460406 ブラウス

727 ブラシ ブラシ 520108 ブラシ

728 ブランケット ブランケット 460305 ひざ掛け

729 プリクラ プリクラ 380399 その他写真類

730 振込カード 振込
フリコミ

カード 340805 振込カード

731 振込用紙 振込
フリコミ

用紙
ヨウシ 429904 振込用紙

732 プリペイドカード（その他） プリペイドカード（その他） 360299 その他プリペイドカード 大分類36中分類02にないもの

733 フルート フルート 320202 管楽器

734 プルームテック(電子たばこ） プルームテック(電子たばこ） 260199 その他電気製品

735 ブルーレイソフト ブルーレイソフト 380299 その他ディスク・テープ 著作物

736 ブルーレイディスク ブルーレイディスク 260699 その他外部記録媒体

737 ブレイブボード ブレイブボード 320151 スケートボード

738 ブレスレット ブレスレット 300301 ブレスレット

739 ブローチ ブローチ 300501 ブローチ

740 風呂敷 風呂敷
フロシキ 520114 風呂敷

741 FD フロッピーディスク 260601 ＦＤ

742 文具（その他） 文具
ブング

（その他） 409999 その他文具 大分類40中分類99にないもの

743 文庫本 文庫本
ブンコボン 380101 文庫本

へ 744 ヘアクリップ ヘアクリップ 520499 その他装飾品

745 ヘアゴム ヘアゴム 520499 その他装飾品

746 ヘアピン ヘアピン 520404 ヘアピン

747 ベスト ベスト 460409 ベスト

748 ペットフード ペットフード 580303 ペットフード

749 ペットボトル（中身なし） ペットボトル 520199 その他生活用品 中身なし
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検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

へ 750 ペットボトル（中身あり） ペットボトル 560199 その他食料品 中身あり

751 ペットボトルケース ペットボトルケース 520703 ペットボトルケース

752 ヘッドホン ヘッドホン 260302 ヘッドホン

753 ベビーカー ベビーカー 520603 ベビーカー

754 ベビー靴 ベビー靴
クツ

460999 その他履物

755 ベルト ベルト 460801 ベルト

756 ヘルメット ヘルメット 460103 ヘルメット

757 ベレー帽 ベレー帽
ボウ 460199 その他帽子

758 ペンダント ペンダント 300601 ペンダント

759 ペンチ ペンチ 520302 ペンチ

760 弁当箱 弁当箱
ベントウバコ

520202 弁当箱

ほ 761 ボイスレコーダー ボイスレコーダー 260499 その他電子機器

762 帽子（その他） 帽子
ボウシ

（その他） 460199 その他帽子 大分類46中分類01にないもの

763 包丁・ナイフ 包丁
ホウチョウ

・ナイフ 520203 包丁・ナイフ

764 防犯ブザー 防犯
ボウハン

ブザー 260101 防犯ブザー

765 ポーチ ポーチ 120401 ポーチ

766 ボール（ゴルフ） ボール 320101 ゴルフ用具

767 ボール（野球） ボール 320102 野球用具

768 ボール（テニス） ボール 320103 テニス用具

769 ボール(ゴルフ・野球・テニスボール以外) ボール 320149 その他スポーツ用具 ゴルフ・野球・テニスボール以外

770 ポケットティッシュ ポケットティッシュ 520199 その他生活用品

771 ポケットベル ポケットベル 280103 ポケットベル

772 保険証（社会保険） 保険証
ホケンショウ 340302 社会保険証

773 保険証（国民健康保険） 保険証
ホケンショウ 340301 国民健康保険証

774 保険証（共済） 保険証
ホケンショウ 340303 共済組合員証

775 ポシェット ポシェット 120403 ポシェット

776 母子手帳 母子
ボシ

手帳
テチョウ 340502 母子手帳

777 保証書 保証書
ホショウショ 420106 保証書

778 ボストンバッグ ボストンバッグ 120104 ボストンバッグ

779 ボタン ボタン 460805 ボタン

780 補聴器 補聴器
ホチョウキ 540204 補聴器

781 ボックスティッシュ ボックスティッシュ 520199 その他生活用品

782 ボディバッグ ボディバッグ 120201 ショルダーバッグ

783 ポラロイドカメラ ポラロイドカメラ 200199 その他カメラ

784 ポリ袋 ポリ袋
フクロ 140104 ビニール袋 レジ袋以外

785 保冷剤 保冷
ホレイ

剤
ザイ 520199 その他生活用品

786 保冷バッグ 保冷
ホレイ

バッグ 120199 その他手提げかばん

787 ポロシャツ ポロシャツ 460499 その他上着

788 pontaカード、ポンタカード ポンタカード 340801 メンバーズ（ポイント）カード

789 ポンチョ ポンチョ 460499 その他上着

ま 790 マイク マイク 260303 マイク

791 マウス マウス 260402 パソコン周辺機器

792 マウスパッド マウスパッド 260402 パソコン周辺機器

793 マスク マスク 540299 その他医療関連品

794 マスコット マスコット 329901 人形

795 マナカ（定期） マナカ 360301 定期券

796 マナカ マナカ 360299 その他プリペイドカード

797 マニキュア マニキュア 540399 その他化粧品

798 マフラー マフラー 460301 マフラー

799 マフラー（その他） マフラー（その他
タ

） 460399 その他マフラー 大分類46中分類03にないもの

800 麻薬 麻薬
マヤク 990104 麻薬

801 マンガ本 マンガ本
ホン 380105 マンガ本

802 万歩計 万歩計
マンポケイ 540202 万歩計

み 803 未使用郵便はがき 未使用
ミシヨウ

郵便
ユウビン

はがき 360603 未使用郵便はがき

804 水着 水着
ミズギ 460702 水着

805 水たばこ 水
ミズ

たばこ 520199 その他生活用品

806 三つ折り財布 三
ミ

つ折
オ

り財布
サイフ 160199 その他財布

807 身分証明書類（その他） 身分
ミブン

証明
ショウメイ

書類
ショルイ

（その他） 340299 その他身分証明書類 大分類34中分類02にないもの

808 ミマモルメ ミマモルメ 289901 位置情報携帯端末

809 耳当て 耳当
ミミア

て 460105 耳当て

む 810 麦わら帽子 麦
ムギ

わら帽子
ボウシ 460199 その他帽子

811 虫かご 虫
ムシ

かご 580301 虫かご

812 虫めがね 虫
ムシ

めがね 240404 ルーペ

813 無線機 無線機
ムセンキ 289999 その他通信機器

814 無線免許証 無線
ムセン

免許証
メンキョショウ 340516 無線免許証
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検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

め 815 明細書 明細書
メイサイショ 420102 明細書

816 名刺 名刺
メイシ

420301 名刺

817 名刺入れ 名刺
メイシ

入
イ

れ 180201 名刺入れ

818 めがね（ケースあり） めがね（ケースあり） 240102 めがね（ケースあり）

819 めがね（ケースなし） めがね（ケースなし） 240101 めがね（ケースなし）

820 めがね・コンタクトケース めがね・コンタクトケース 520701 めがね・コンタクトケース

821 めがね拭き めがね拭
フ

き 520199 その他生活用品

822 眼鏡ふき・めがねふき 眼鏡
メガネ

ふき・めがねふき 520199 その他生活用品

823 目薬 目薬
メグスリ

540199 その他薬

824 メモ帳 メモ帳
チョウ

400199 その他手帳・ノート

825 メモ用紙 メモ用紙
ヨウシ

429999 その他紙類

826 メモリーカード メモリーカード 260603 メモリーカード

827 免許証入れ 免許証
メンキョショウ

入
イ

れ 180102 免許証入れ

828 メンバーズ（ポイント）カード メンバーズ（ポイント）カード 340801 メンバーズ（ポイント）カード

も 829 申込書 申込書
モウシコミショ

420199 その他書類

830 毛布 毛布
モウフ

520199 その他生活用品

831 モバイルバッテリー モバイルバッテリー 260702 電池

832 問題集 問題集
モンダイシュウ 380199 その他書籍

や 833 野球用具 野球
ヤキュウ

用具
ヨウグ 320102 野球用具

834 約束手形 約束
ヤクソク

手形
テガタ

360199 その他有価証券

835 薬品 薬品
ヤクヒン 999904 薬品

836 野菜 野菜
ヤサイ 560101 食品

ゆ 837 有価証券（その他） 有価
ユウカ

証券
ショウケン

（その他） 360199 その他有価証券 大分類36中分類01にないもの

838 郵便切手 郵便
ユウビン

切手
キッテ 360601 郵便切手

839 郵便小包 郵便
ユウビン

小包
コヅツミ 440104 郵便小包

840 郵便物 郵便物
ユウビンブツ 429905 手紙

841 郵便物 郵便物
ユウビンブツ 429999 その他紙類

842 ＵＳＢメモリー ユーヱスビーメモリー 260602 ＵＳＢメモリー

843 指サック 指
ユビ

サック 409999 その他文具

844 指輪（石つき） 指輪
ユビワ

（石
イシ

つき） 300201 指輪（石つき）

845 指輪（石なし） 指輪
ユビワ

（石
イシ

なし） 300202 指輪（石なし）

よ 846 よだれかけ よだれかけ 460799 その他衣類

847 預貯金通帳 預貯金
ヨチョキン

通帳
ツウチョウ 340601 預貯金通帳

848 預貯金証書 預貯金
ヨチョキン

証書 340602 預貯金証書

849 ライター ライター 520103 ライター

ら 850 ライト・懐中電灯 ライト・懐中
カイチュウ

電灯
デントウ 260102 ライト・懐中電灯

851 LinePayカード・ラインペイカード ラインペイカード・LinePayカード 340702 クレジットカード

852 ラガールカード ラガールカード 360299 その他プリペイドカード

853 らくやんカード らくやんカード 360299 その他プリペイドカード

854 ランニングシューズ ランニングシューズ 460902 運動靴

り 855 リストバンド リストバンド 520407 リストバンド

856 リップクリーム リップクリーム 540399 その他化粧品

857 リップグロス リップグロス(色
イロ

なし) 540399 その他化粧品

858 リップスティック リップスティック 540399 その他化粧品

859 リップブラシ リップブラシ 520108 ブラシ

860 リボン（制服） リボン（制服
セイフク

） 460799 その他衣類

861 リボン（装飾品） リボン（装飾
ソウショク

品
ヒン

） 520499 その他装飾品

862 リモコンキー リモコンキー 500199 その他鍵

863 リュックサック リュックサック 120202 リュックサック

864 療育手帳 療育
リョウイク

手帳
テチョウ 340599 その他証明書類

865 猟銃・空気銃所持許可証 猟銃
リョウジュウ

・空気銃
クウキジュウ

所持
ショジ

許可証
キョカショウ 340599 その他証明書類

866 領収書 領収書
リョウシュウショ 420101 領収書

867 履歴書 履歴書
リレキショ 420104 履歴書

る 868 ルーペ ルーペ 240404 ルーペ 虫めがね含む

れ 869 レオタード レオタード 460799 その他衣類

870 レシート レシート 429901 レシート

871 レジ袋 レジ袋
ブクロ 140103 レジ袋

872 レジャー用品（その他） レジャー用品
ヨウヒン

（その他） 320199 その他レジャー用品 大分類32中分類01にないもの

873 レターパック レターパック 140299 その他封筒

874 レンチ レンチ 520303 レンチ

ろ 875 老眼鏡(ケースあり） 老眼鏡
ロウガンキョウ 240101 めがねケースあり

876 老眼鏡(ケースなし） 老眼鏡
ロウガンキョウ 240102 めがねケースなし

877 老人医療証 老人
ロウジン

医療
イリョウ

証
ショウ 340304 老人医療証

878 ろうそく（キャンドル） ろうそく 520199 その他生活用品 アロマキャンドル等仏具以外

879 ろうそく（仏具） ろうそく 520599 その他神仏具品
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検索する物品名 よみがな コード 種類欄に入力する物品 備考五十音順

ろ 880 ローンカード ローンカード 340899 その他会員証（カード）

わ 881 ワイシャツ ワイシャツ 460405 ワイシャツ

882 wi-Fiルーター・Wi-Fi・ワイファイ ワイファイ 289999 その他通信機器

883 WAONカード、ワオンカード ワオンカード 360299 その他プリペイドカード

884 WAONカード、ワオンカード（クレジット付き） ワオンカード 340702 クレジットカード

885 割引券 割引券
ワリビキケン

429902 割引券

886 腕章 腕章
ワンショウ

520402 腕章

887 ワンタイムパスワード端末 ワンタイムパスワード端末
タンマツ 260499 その他電子機器

888 ワンピース ワンピース 460602 ワンピース
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