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2021 年 5 月イーウー事務所 国際配送料 

（一般会員 5月 24 日更新） 

 

 

一：義烏 ⇒ 日本（航空） 

1．佐川 

2. OCS  ↓ 

3：流通王 

追加：海源航空便（防疫関係商品専用航空便が） 

二：義烏 ⇒ 日本（船便） 

5．海源快速船便 

6．海源通常船便 

7．環越快速船便 

三：義烏 ⇒ 米国（航空便） 

8 DHL（毎回見積もり） 
9．UPS（毎回見積もり） 

10．Fedex（毎回見積もり） 

11．環越米国航空便（格安） 

12. 海源米国(航空便)   

四：義烏 ⇒米国（船便） 

13．環越 米国(船便)  

14．海源 米国(船便) 

五：アメリカ格安便と船便の注意事項 
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お勧めルート（今一番安いルート） 

 

 日本 FBA 航空便：OCS 

 日本 FBA 船便：海源快速船便 

 自宅 航空便：佐川、OCS 

 自宅 船便：海源快速船便 

 

注文する時にご指定がありましたら、担当にお伝えくださいませ。 

ご注意：海源快速船便は梱包と資料に対する要求が多いですので、実際の荷物の種類、重量によって発送できない

場合もあります。注文する前に、担当にお問い合わせくださいませ。 

 

 

一：義烏 ⇒ 日本（航空）（FBA 直送可） 

 

 

特殊商品ご注意：買付する前に、物流会社によって特殊商品と扱われる商品について、ご確認頂けます幸いです。 

特殊商品は通関が難しい、或いは証明書が必要なので、送料が通常商品より追加料金が発生します。 

例えばよく聞かれる商品の中に、 

発送不可の商品： 

• 液体（オイルなど）、粉末（入浴剤、乾燥剤など）、特許権/意匠権/商標権/著作権侵害する商品 

 

下記の商品は厚生労働省認可必要です。 

•  美容機器、カッピング、マッサージ用品、歯洗浄機など薬事法に関する商品 

• キッチン用品、水筒、カップ、焼き肉用具、食器、刀、ジューサー、ミキサーなど食べ物と接触す

る商品 

• おもちゃ（6 歳以下） 

 

下記の商品は購入前に確認が必要、発送する時に追加費用がかかります 

• バッテリー付きの商品 

• モバイルバッテリー 

• 磁性のある商品 

• バランスカー 

• カウンターストライク道具（ヘルメットなど） 

• 電子タバコ及びその部品 

• アダルト商品 
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注意事項 

液体、粉製品を受け入れません。 

電池付き商品、磁性のある商品、バッテリーは別で見積もりさせていただきます。 

通関できなかった商品について：一部の商品は以前通関できたが、税関によって通関できない

可能性があります。その場合、なるべく物流会社を探して再送してみます。再送の場合、物流

価格が変わりますので、見積もりを個別で報告いたします。 

段ボールのサイズ限定：片側ののサイズ＜80 ㎝ 

シリンダー、ディスク、丸いケーキなどのような製品を受け入れません。もし少量异形梱包が

ある場合，80元/回を加算します。                             

3 辺合計サイズ：＜160cm 、もし超えた場合は別途で追加費用がごぞいます。 

160-180cm：+80元/回 

181-200cm：+100元/回 

201-220cm：+150元/回 

221-240cm：+210元/回 

241-260cm：+300元/回                            

重量限定：船便 1段ボール 12Kg 以上が必要です，（12Kg 未満は 12Kg として計算になります） 
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１. 佐川  

最近価格が不安定で、急に値上がり可能性がございます 

 

重量 

 

バッテリー内蔵商品 普通商品 

10Kg 以下 115（0.5Kg 以下）＋以後

23/0.5Kg 

75（0.5Kg 以下）＋以後

20/0.5Kg 

11-20Kg 44 28 

21-50 Kg 37 27 

51-100Kg 36 25 

101-300Kg 35 23 

300Kg 以上 34 24 

通関手数料：100 元 /伝票                  FBA 直送：＋2 元/Kg 

運送方法：航空便                           輸送日数： 1 週間ぐらい 

FBA 直送：対応可能                        燃油サーチャージ：込み 

送料計算：容積重量か実重量のいずれか重い方で計算        ※端数は切り上げ 

容積重量計算式：容積重量(Kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6000(㎥/Kg)  

※注意事項：ページ３の注意事項にご参照ください。 

追跡サイト：http://www.ocsyw.com/ 

 

・ 追加佐川経済航空便 個人住所のみ、FBA 対応不可 

重量（51Kg から発送） 普通商品 備考 

51-100Kg 22 ご注文する時に、 

「追加佐川経済航空便」

を備考くださいませ。 101-300Kg 21 

*ご注意：1 伝票ごとに品名は 5 個までです。 

通関手数料：100 元 /伝票                 輸送日数：5-7 日ぐらい 

運送方法：航空便                          燃油サーチャージ：込み 

送料計算：容積重量か実重量のいずれか重い方で計算        ※端数は切り上げ 

容積重量計算式：容積重量(Kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6000(㎥/Kg)  

※注意事項：ページ３の注意事項にご参照ください。 

追跡サイト：http://www.ocsyw.com/ 
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２. OCS 

最近価格が不安定で、急に値上がり可能性がございます 

重量 送料（普通商品のみ） バッテリー内蔵商品、磁性を帯び

る商品 

0.5Kg 105 元 150 元 

1 Kg～20Kg 105（0.5Kg 以下）+以後

24 元/0.5Kg 

150（0.5Kg 以下）＋以後

43 元/0.5Kg 

21Kg 以上 22 元/Kg  44 元/Kg 

通関手数料：100 元/伝票 

運送方法：航空便                           輸送日数：4～7 日間  

FBA 直送：対応可能                        燃油サーチャージ：込み 

送料計算：容積重量か実重量のいずれか重い方で計算        ※端数は切り上げ 

容積重量計算式：容積重量(Kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6000(㎥/Kg)  

※注意事項：ページ３の注意事項にご参照ください。 

追跡サイト：http://www.ocsyw.com/ 

バッテリー内蔵商品、磁性を帯びる商品の追加費用： 

1、アダルト商品など特殊商品は、50Kg 以下の場合、100 元の付加費用が発生します。50Kg 以上なら、+3

元/Kg の付加費用が発生します。 

2、遠隔地費用：50Kg 以下の場合、150 元の遠隔費用が発生します。50Kg 以上なら、+3 元/Kg の付加

費用が発生します。 

 

３. 流通王 

最近価格が不安定で、急に値上がり可能性がございます 

重量 普通商品 

1 Kg～10Kg 120（0.5Kg 以下）+以後 22 元/0.5Kg 

11-20Kg 31 元/Kg  

21-50Kg 27 元/Kg 

50～100Kg 26 元/Kg 

101Kg～ 23 元/Kg 

FBA 直送：非対応 

通関手数料：100 元/伝票 

運送方法：航空便                           輸送日数：4～6 営業日  

http://www.ocsyw.com/
http://www.ocsyw.com/
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FBA 直送：対応可能                        燃油サーチャージ：込み 

送料計算：容積重量か実重量のいずれか重い方で計算        ※端数は切り上げ 

容積重量計算式：容積重量(Kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6000(㎥/Kg)  

※注意事項：ページ３の注意事項にご参照ください。 

追跡サイト：http://www.score.jp.com/ 

北海道、沖縄、鹿児島県は遠隔地に属します、価格は+3 元/Kg になります、最小 150 元/回です。 

特別ご注意： 

バッテリー内蔵、磁石商品、ほかの特殊商品はアマゾン FBA 直送の場合、下記の資料が必要です：

Amazon 商品掲載画面（価格付）、ASIN 番号が入っている画面、シュミレーター商品代金が

Amazon 商品掲載画面と同じ価格。事前に担当にご連絡ください。 

 

追加. 海源航空便（FBA直送可） 

最近価格が不安定で、急に値上がり可能性がございます 

重量 普通商品のみ対応、FBA直送+2元/Kg 

1-10Kg  90（最初の 0.5Kg ）＋（以後 0.5Kg ごとに）21 

11-20Kg 25 元/Kg  

21-50Kg 24 元/Kg 

51-101Kg 23 元/Kg 

101-300Kg 21.5 元/Kg 

FBA 直送：＋2 元/Kg 

運送方法：航空便                           輸送日数：3～4 営業日  

燃油サーチャージ：込み                       通関手数料：150 元/回 

送料計算：容積重量か実重量のいずれか重い方で計算        ※端数は切り上げ 

容積重量計算式：容積重量(Kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6000(㎥/Kg)  

※注意事項：ページ３の注意事項にご参照ください。 

追跡サイト：https://www.sagawa-exp.co.jp/send/fare/list/ 

北海道、沖縄、鹿児島県は遠隔地に属します、価格は+3 元/Kg になります、最小 150 元/回です。 

 

追加. 海源航空便（防疫関係商品専用航空便） 

最近価格が不安定で、急に値上がり可能性がございます 

重量 送料（FBA 直送可） 

1-10Kg 90（最初の 0.5Kg ）＋（以後 0.5Kg ごとに）21 

http://www.score.jp.com/
http://www.score.jp.com/
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11-20Kg 37 元/Kg  

21-50Kg 35 元/Kg 

51-101Kg 33 元/Kg 

101-300Kg 31 元/Kg 

FBA 直送：＋2 元/Kg 

運送方法：航空便                           輸送日数：3～4 営業日  

燃油サーチャージ：込み                       通関手数料：150 元/回 

送料計算：容積重量か実重量のいずれか重い方で計算        ※端数は切り上げ 

容積重量計算式：容積重量(Kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6000(㎥/Kg)  

※注意事項：ページ３の注意事項にご参照ください。 

追跡サイト：http://www.kaigenlogistics.com/ 

北海道、沖縄、鹿児島県は遠隔地に属します、付加価格は毎回見積もりになります。 

 

二：義烏 ⇒ 日本（船便） 

 

※新型コロナウィルスの影響で、価格変動が多く、出荷する前に見積もりが下記の価格と違うかもしれません。 

4 海源快速船便（船出航後 7 日～9 日） 

重量 送料 

20Kg 以下 対応しません 

21-50Kg 対応しません 

51Kg（実重量） – 500Kg 14 元/Kg 

501Kg –1000Kg 13 元/Kg 

1000Kg 以上 12 元/Kg 

通関手数料：100 元/伝票，  FBA 直送：70Kg から発送、単価+ 2 元/Kg  

オーバーサイズ日本国内追加運送料の計算方法：ページ 7 をご参考くださいませ。 

時刻表：毎週金曜に集荷、翌火曜に船が出発 

毎週水曜に集荷、土曜に船が出発 

新しい規定：1 箱に 2 種類しか発送できません。種類が多く、数が少量のご注文が発送できない可能

性が高いです。 

FBA 直送：対応可能                           燃油サーチャージ：込み 

送料計算：容積重量か実重量のいずれか重い方で計算       ※端数は切り上げ 

容積重量計算式：容積重量(Kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷5000(㎥/Kg)  

http://www.kaigenlogistics.com/
http://www.kaigenlogistics.com/
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5 海源通常船便 （船出航後 12 日～15 日） 

重量 送料 

200Kg 以下 対応致しません 

200-300Kg 12 元/Kg 

301-500Kg 11.5 元/Kg 

501-2,000Kg 11 元/Kg 

2,001Kg- 10.5 元/Kg 

通関手数料：100 元/伝票  

輸送日数：船が出航後 12～15 日間 

時刻表：毎週金曜に集荷、翌火曜に船が出発 

毎週火曜に集荷、金曜に船が出発 

毎週木曜に集荷、日曜に船が出発 

FBA 直送：対応可能 

燃油サーチャージ：込み 

送料計算：容積重量か実重量のいずれか重い方で計算 

容積重量計算式：容積重量(Kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷5000(㎥/Kg)  

※端数は切り上げ 

※注意事項：「４. 海源快速船便」の注意事項と同じです。 

追跡サイト：http://www.kaigenlogistics.com/ 

 

注意事項： 

◆上記の料金には、日本側で税関検査された場合の料金と日本の税金や消費税は含まれていません。 

◆すべて模倣ブランドの商品を受け入れません。すべての模倣ブランド商品、インボイスと一致しない商品は

拒否されます。 

  商標権侵害の恐れのある商品は受け入れません。例えばコスプレ服、おもちゃのような商品がある場合、

事前に弊社担当者にお問い合わせください。 

◆すべての荷物または貨物は、英語の税関インボイスを提供する必要があります（日本語も可能です）、

インボイスの品名は商品の実際の品名と一致することです。特に（材料、組成、用途など）を明確にし

てください 

◆北海道、沖縄 は、別途 3000 円/伝票の加算となります。段ボールのサイズは 150cm（3 辺合計で 

150cm）以内、1 箱あたり 30Kg 以内配 送時間は通常より 1～2 日遅くなります。 

http://www.kaigenlogistics.com/
http://www.kaigenlogistics.com/
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6  環越快速船便（船出航後 12 日～15 日） 

重量 送料 

100Kg 以下 対応致しません 

101Kg-500Kg 18.5 元/Kg 

通関手数料：100 元/伝票           

輸送日数：10～15 日間 

FBA 直送：対応可能 

燃油サーチャージ：込み 

送料計算：容積重量か実重量のいずれか重い方で計算 

容積重量計算式：容積重量(Kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷5000(㎥/Kg)  

※端数は切り上げ 

◆上記の料金には、日本側で税関検査された場合の料金と日本の税金や消費税は含まれていません。 

※注意事項：「4. 海源快速船便」の注意事項と同じです。 

 

 時期によっては、単価の変動がございます。 

 為替レート手数料は、三井住友銀行の「中国人民元 為替レート(TTS)」に+1.0 円で算出します。  

 

[船便で発送できないものと注意事項] 

1. 発送できないもの：液体、木製品、ブランド（※お客様の商標登録書を確認できる場合、発送可能）、偽

のブランド、武器、食器など 

2. おもちゃは「食品検測証明書」が必要です。お客様ご自身でご提出いただきます。 

3. 織物、紡績品には、商品自体に「Made in China」の文字と洗濯タグ（素材を記録する）がついてあること

が要求されます。 

https://www.smbc.co.jp/ex/ExchangeServlet?ScreenID=tento
https://www.smbc.co.jp/ex/ExchangeServlet?ScreenID=tento
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4. アップルイヤホンを摸倣するイヤホンは発送できません。 

5. マッサージ用品は薬事法にかかわるので、発送できません。 

6. 一箱に最大 2 類の商品しか詰められません。（申告用の 2 の商品名） 

7. ブルートゥース関係の商品は発送できません。 

8. アップルのケーブルが発送できません 

9. マイクロホンは、ケーブルがついてある種類だけ発送できます。ワイアレスのマイクロホンは発送できません 

10. ダイエット、健康関係の商品は発送できません 

11. ブランドのロゴがなくても、外観が似ている商品も発送できません 
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三、義烏 ⇒ 米国（航空便）（FBA 直送） 

 

7 DHL 

速達の価格は毎日変動しているため、毎回出荷前に見積もりさせていただきます。 

 2020 年 3 月 25 日から、DHL は繁忙期付加費用が発生します。詳細は下記のように： 

重量         費用 

2.51～27Kg   22 元/回； 

28～65Kg   126 元/回； 

66～298Kg  415 元/回； 

299Kg～    1610 元/回 

 また、DHL 順番待つ費用もかかります。具体的には発送当日の見積もりを準にしてくださいませ。 

 

8 UPS 

速達の価格は毎日変動しているため、毎回出荷前に見積もりさせていただきます。 

 

9 FedEx 

速達の価格は毎日変動しているため、毎回出荷前に見積もりさせていただきます。 

 

ご注意：DHL、UPS、FedExの発送不可の荷物がありまして、リチウム電池付きの商品・バッ

テリー・食器・美容品・マッサージ用品・磁性のある商品などがありましたら、発送可否に

ついてお問い合わせください。 

 

※新型コロナウィルスの影響で、環越米国航空便（格安）の価格が大幅に値上がりされまして、引受一時停止になり

ます。海源航空便は回復しています。 
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四：義烏 ⇒米国（船便） 

 

FBA 直送：対応可能      燃油サーチャージ：込み 

送料計算：容積重量か実重量のいずれか重い方で計算 

容積重量計算式：容積重量(Kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷5000(㎥/Kg)  

※端数は切り上げ 

 

◆下記価格は FBA 倉庫住所の場合のみです。     

◆１箱荷物は 12 KG で計算しています、12Kg 未満の場合は、12Kg として計算されます。 

 

※新型コロナウィルスの影響で、価格変動が多く、出荷する前に見積もりが下記の価格と違うかもしれません。 

10.环越美国（船便） 

重量 送料 

100Kg 以下 28 元/Kg 

101-300Kg 19 元/Kg 

301-500Kg 18 元/Kg 

501Kg 以上 17 元/Kg 

運送方法：船便 

輸送日数：25～45 日間 

※一部商品は付加費用がかかります、具体的には商品によってお問い合わせくださいませ。 

 

※新型コロナウィルスの影響で、価格変動が多く、出荷する前に見積もりが下記の価格と違うかもしれません。 

11．海源 米国(船便) 

重量 送料 

 米国東部 

郵便番号 0.1.2.3 

米国中央 

郵便番号 4.5.6. 

米国西部 

郵便番号 7.8.9 

100-300Kg 20 元/Kg 19 元/Kg 18 元/Kg 

301Kg 以上 19 元/Kg 17 元/Kg 17 元/Kg 

運送方法：船便 

輸送日数：12-15 営業日 

時刻表：未定、実際に試しにしないと、スケジュールが確定かねます  

ブランド品、模倣品の恐れがある商品は発送できません（コスプレ服も含めて）、ご注意ください。 
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五:アメリカ格安便と船便の注意事項 

 

通関時間について：（商品により、お時間がかかる場合があります。ぜひ、落ち着いてお待ちください。 通関に証明書

などが必要な場合は、ご提出ください）  

 

受け取り拒否の製品カタログ： 

1，液体、粉末、模造品 

2，モバイル電源、携帯電話、無認証の(SD カード/SD インターフェイス関連製品/メモリカード/HDMI インターフェース祥光製品/Bluetooth 関連製品

/APPLE/ANDROID など関連製品)、 

3，医療製品、食品、化粧品(光療法器、酒精綿を含む)、乾燥剤、自動車タイヤ製品 

4，管制カッター、キッチンカッター、温度計、体温計、安全ハンマー、カート、釘、登山杖、折りたたみ型金属テーブル椅子、赤外線製品 

5，文具紙(有線のメモ帳、ダイアリー)、鉛筆、編み物電気毛布 

6，乳幼児製品、原木製品と人の口、目が接触する製品です。例えば，スプーン，乳首，歯ブラシ，眼鏡(VR メガネを除く)などは FDA 認証が必要のあ

る製品. 

7，危険品、米国で特別監視される貨物（もし敢えて申告しないまま発送したら荷物を没收し、罰金 5000 元をします） 

8，木箱、木棚、パレット梱包は受け入れません。 

 

・出荷後送付先を変更する、ラベルを貼り替えの場合、操作料が発生します、具体的にケースによって違います。その場合お問い合わせください。。 

・目的港運送品返品:1.5 USD /Kg 最低 150 USD/伝票、倉庫保管費は別途計算； 

 

インボイスには詳細な品名，税関コード，材質，用途などの申告要素を提供しなければなりません。申告が不実であった場合には，検査，引き落とし，お

よび返品などの費用は委託者が負担します。 

 

米国税関がブランド貨物と認定した貨物、CE・Bluetooth・HDMI・FDA・FCC・Lacey Act・DOT(以上に列挙したものに限らない)などの認証問題のある

貨物、現地の反ダンピングカタログに属す貨物、米国の輸入要求に合わない貨物について、差出人は出荷前に相応の授権書或いは認証報告を提供しなけ

ればなりません。もし提供しない場合、貨物の通関及び返品によって発生するすべての責任と関連費用はお客様が負担します。 

 

荷物発送後、顧客からの一時停止と送付先変更の要求は、100%成功することを承諾しません。問題があれば、弊社はいかなる賠償を負担しません。 

 

もし配送中に、差出人或いは受付人の要求による返送、あるいは間違った住所で配達不可による返送は、弊社は貨物を弊社アメリカ倉庫まで返送されるだ

けを受け入れ、無料で貨物を 7 日間保存して、7 日を超えたら人民元 5 元/段ボール/週の保管料を徴収します。保管料は最低 10 元です。返送過程中

に運送費用が発生したら、お客様に実費で請求いたします。返送された荷物を再発送する場合、12 元/Kg の送料で決済します。その上、50 元/段ボール

操作費を加算します。 

以上の貨物サービスはアメリカの 48 洲に限られ、郵便ボックス、軍の住所は受け入れ致しません、(アラスカ、ハワイ、プエルトリコ、グアム、および各島のアメリカ

は直接徴収せず、僻地料金は 45 Kg 以下 180 元/伝票、45 Kg 以上は 4 RMB/Kg を追加します。もしアドレスミスによって UPS の住所変更費用と引

き止め操作費用が発生した場合、費用詳細は別途で弊社のカスタマーサービスにお問い合わせください。 

 

賠償基準：運送過程で貨物が紛失した場合、RMB 20/KG で賠償します、運賃を返金しません。UPS に引き渡した後の紛失賠償は申告価値で賠償し

ます（最高 100 USD/伝票）、運賃の返金はしません。UPS は保険サービスがあり、保険費は貨物価値の 2％です。 



 

14 

 

下記の場合は賠償の範囲外であり、ご注意ください。 

1)商標権侵害の問題による損失は弊社が責任を負いません。同時に、差出人の責任を追及すし、弊社への損害を賠償するよう主張する権利があります。 

2)貨物が実価申告しない場合，知的財産権侵害の場合，または現地輸入禁止などの原因による税関没収は，賠償の範囲外になります、当社は差出

人の清関書類の提供に協力するだけします 

3)顧客の貨物の品質の問題及び特定の認証に係る問題等により補償を受けない場合 

4)戦争があった場合には、自然災害等の不可抗力の要因が、商品の破壊又は滅失にあたった場合 

5)運送過程において、航空遅延/清関遅延などによる全体時効遅延に遭遇した場合 

6)製品数量が不足の場合 

7)割れやすい物のいかなる損害 

アメリカの反ダンピング製品： 

1、非鉄金属及びその製品--鋼釘、鋼管、炭素合金鋼糸条、金属シリコン、ダイヤモンド鋸片、ステンレス加圧管、定尺炭素鋼板、石油専

用管材、冷軸炭素鋼、薄壁矩形鋼管、アイロンハンガー及び部品、ねじ鉄筋、ばねガスケット、非閉鎖内蔵ばね部材、ステンレス製深水

溝、冷延鋼板、シームレス炭素鋼及び合金鋼標準管、配管管及び圧力管、円錐ころ軸受、鋳鉄、金属マグネシウム、めっき板、重鍛造手

動工具(斧、ピッキング、ハンマー、ハンマー)、鋼製高圧ボンベ 

2、化学製品であるヘキシラクタム(炭酸リチウムとも呼ばれる)、ポリエチレンテレフタレートフィルムと条、ポリエチレンアルコール、過マンガン酸カリ

ウム、メラミン、天然ブタのペンキブラシ及びブラシヘッド 

3、雑製品−木製寝室家具，複合木床，アモルファスシリコン織物，結晶シリコン光電池，小径黒鉛電極 

4、機械電気機器および部品−転がり軸受，自動車フロントガラス，ブレーキドラムとブレーキローター− 

5、紙と紙製品——銅版紙、格記録紙、薄綿紙、折りたたみギフトボックス、皺紙、無コーティング紙 

6、紡織製品-ポリエステル人工繊維、キャンバス、編み物電気カーペット 

7、プレハブ食品と飲料——浸けキノコの缶詰、クエン酸とクエン酸塩、華糖アルコール、冷凍の、缶入りの暖水エビ 

8、プラスチックとゴム製品−複合編み袋，ポリエチレン手提げ袋，新空気工機械タイヤ 

9、鉱石と化石燃料-ダイヤモンドのノコギリと部品 

10、家電製品であるカラーテレビ，家庭用大型洗濯機 

11、車の輸送設備と部品--自転車、手押し車 

12、建材とガラス製品−アルミ型材，二軸ジオグリッド，マグネシウムカーボン煉瓦 

13、野菜製品--はちみつ 

14、鉛筆 
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