
第三類 

類注 

締約国の領域において取得される魚、甲殻類又は軟体動物その他の水棲(せい)無脊椎動

物は、非締約国から輸入された卵又は幼生、稚魚、幼魚、小魚その他幼生期の後も成魚

ではない魚から取得されるものであっても、原産品とする。 

 

 

CHAPTER 3 

Chapter Note: 

A fish, crustacean, mollusc or other aquatic invertebrate obtained in the territory of a Party 

is originating even if obtained from eggs, larvae, fry, fingerlings, parr, smolts or other 

immature fish at a post-larval stage that are imported from a non-Party. 



第二部 

部注 

非締約国から輸入した種、りん茎、根茎、台木、挿穂、接ぎ穂、接ぎ木、苗条、芽その他植

物の生きている部分から、締約国の領域において栽培される農産品又は園芸品は、原産

品とする。 

 

 

SECTION II 

Section Note: 

An agricultural or horticultural good grown in the territory of a Party is originating even if 

grown from seed, bulbs, rhizomes, rootstock, cuttings, slips, grafts, shoots, buds or other 

live parts of plants that are imported from a non-Party. 



第一八類 

項注１ カカオ含有量 

第一八・〇六項の規定の適用上、「カカオ含有量」とは、カカオ豆由来の成分（チョコレート

リカー又はココア粉（固形状のもの）及びカカオ脂）から成るものをいう。 

カカオ含有量割合とは、産品の総重量に占めるカカオ豆由来の成分の割合をいう。 

項注２ 菓子 

第一八・〇六項の規定の適用上、「菓子」とは、小売用にしたものであって更なる調製なく

食することを主に目的とするものをいう。 

 

 

CHAPTER 18 

Heading Note 1: Cacao content 

For the purposes of heading 18.06, “cacao content” consists of ingredients that come  

from the cocoa bean, that is the total chocolate liquor or cocoa powder (cocoa solids) and 

cocoa butter.  

The per cent cacao content means the total percentage of such ingredients by weight of 

the good. 

Heading Note 2: Confectionery 

For the purposes of heading 18.06, “confectionery” is a good which is put up for retail sale 

and principally intended to be eaten without any further preparation. 



第二二類 

項注 

第二二・〇八項の規定の適用上、「アルコール量」及び「アルコール度」は、次に応じて解

釈する。水及び純粋なエチルアルコールの混合物の「アルコール分」とは、摂氏二十度で

測定される当該混合物の純粋なアルコールの容積が、同じ温度で測定される当該混合物

の総容積に占める比率をいう。 

 

 

CHAPTER 22 

Heading Note: 

For the purposes of heading 22.08, “alcoholic volume” and “alcoholic strength” shall be 

interpreted by reference to the following: the “alcoholic strength by volume” of a mixture of 

water and pure ethyl alcohol is the ratio of the volume of pure alcohol in the mixture, 

measured at 20°C, to the total volume of the mixture measured at the same temperature. 



第二七類 

類注１ 化学反応に係る規則 

適用可能な品目別原産地規則の規定にかかわらず、この類の産品であって化学反応が行

われるものは、当該化学反応が一又は二以上の締約国の領域において行われる場合に

は、原産品とする。 

この規則の適用上、「化学反応」とは、分子内の結合を切断し、かつ、新たな分子内の結合

を形成すること又は分子内の原子の空間的配列を変更することにより、新たな構造を有す

る分子を生ずる工程（生化学的なものを含む。）をいう。 

次の工程は、化学反応ではない。 

  (a) 水その他の溶媒への溶解 

  (b) 溶媒（溶媒水を含む。）の除去 

  (c) 結晶水の追加又は除去 

項注１ 蒸留に係る規則 

適用可能な品目別原産地規則の規定にかかわらず、第二七・一〇項の産品であって、常

圧蒸留又は減圧蒸留の工程が一又は二以上の締約国の領域において行われるものは、

原産品とする。 

この規則の適用上、 

(a) 常圧蒸留とは、蒸留塔において石油を石油留分に分離する工程であって、沸

点に応じて異なる石油留分に分離液化するものをいう。石油の蒸留により生

産される産品には、液化石油ガス、ナフサ、ガソリン、灯油、ディーゼル油又は

暖房油、軽質の軽油及び潤滑油を含めることができる。 

(b) 減圧蒸留とは、常圧より低い気圧で行われる蒸留（分子蒸留に分類される低

圧で行われるものを除く。）をいう。減圧蒸留は、軽質の減圧軽油から重質の

減圧軽油まで及び残渣(さ)油を生産するため、沸点が高く、かつ、熱に反応し

やすい材料（石油に含まれる重質留分等）を蒸留するために使用される。軽油

は、精製所において、更に潤滑油に加工される場合がある。 

項注２ 直接的な調合に係る規則 

適用可能な品目別原産地規則の規定にかかわらず、第二七・一〇項の産品であって、直

接的な調合の工程が一又は二以上の締約国の領域において行われるものは、原産品とす

る。この規則の適用上、「直接的な調合」とは、所定の性状を有する完成品を作るため、処

理装置からの石油留分又は貯蔵タンクからの石油基材が組み合わされる工程をいう。ただ

し、第二七・一〇項に分類される非原産材料が当該産品の容量の二十五パーセント以下

の場合であって、当該非原産材料の構成要素が第二二・〇七項に分類されないときに限

る。 

項注３ 希釈剤に係る規則 

第二七・〇九項の産品が原産品であるかどうかを決定するに当たり、第二七・〇九項又は



第二七・一〇項の希釈剤であって第二七・〇九項の石油及び歴青油（原油に限る。）の締

約国間の輸送を容易にするために使用されるものの原産性は、当該希釈剤の容量が当該

産品の容量の四十パーセント以下の場合には、考慮しない。 

 

 

CHAPTER 27 

Chapter Note 1: Chemical Reaction Rule 

Notwithstanding the applicable product-specific rules of origin, a good of chapter 27 that is 

the product of a chemical reaction is an originating good if the chemical reaction occurred 

in the territory of one or more of the Parties. 

For the purposes of this rule, a “chemical reaction” is a process (including a biochemical 

process) which results in a molecule with a new structure by breaking intramolecular bonds 

and by forming new intramolecular bonds, or by altering the spatial arrangement of atoms in 

a molecule. 

The following are not chemical reactions: 

  (a) dissolving in water or other solvents; 

  (b) the elimination of solvents, including solvent water; or 

  (c) the addition or elimination of water of crystallisation. 

Heading Note 1: Distillation Rule 

Notwithstanding the applicable product-specific rules of origin, a good of heading 27.10 that 

undergoes atmospheric or vacuum distillation in the territory of one or more of the Parties 

is an originating good.  

For the purposes of this rule: 

(a) Atmospheric distillation means a separation process in which petroleum oils are 

converted, in a distillation tower, into fractions according to boiling point and 

the vapour then condensed into different liquefied fractions.  Goods produced 

from petroleum distillation may include liquefied petroleum gas, naphtha, 

gasoline, kerosene, diesel/heating oil, light gas oils and lubricating oil; and 

(b) Vacuum distillation means distillation at a pressure below atmospheric but not 

so low that it would be classed as molecular distillation.  Vacuum distillation is 

used for distilling high-boiling and heat-sensitive materials such as heavy 

distillates in petroleum oils to produce light to heavy vacuum gas oils and 

residuum.  In some refineries, gas oils may be further processed into 

lubricating oils. 

Heading Note 2: Direct Blending Rule 

Notwithstanding the applicable product-specific rules of origin, a good of heading 27.10 that 



undergoes “direct blending” in the territory of one or more of the Parties is an originating 

good.  For the purposes of this rule, “direct blending” means a process whereby various 

petroleum streams from processing units or petroleum components from holding or storage 

tanks are combined to create a finished product with pre-determined parameters, provided 

that the non-originating material of heading 27.10 constitutes no more than 25 per cent by 

volume of the good and no component of that non-originating material is classified under 

heading 22.07. 

Heading Note 3: Diluent Rule  

For the purposes of determining whether or not a good of heading 27.09 is an originating 

good, the origin of diluent of heading 27.09 or 27.10 that is used to facilitate the 

transportation between Parties of crude petroleum oils and crude oils obtained from 

bituminous minerals of heading 27.09 is disregarded, provided that the diluent constitutes 

no more than 40 per cent by volume of the good. 



第三九類 

類注 

適用可能な品目別原産地規則の規定にかかわらず、第三九・〇一項から第三九・一四項

までの各項の産品（第三九〇三・一一号及び第三九〇七・六〇号の産品を除く。）であって、

化学反応が行われるものは、当該化学反応が一又は二以上の締約国の領域において行

われる場合には、原産品とする。 

この規則の適用上、「化学反応」とは、分子内の結合を切断し、かつ、新たな分子内の結合

を形成すること又は分子内の原子の空間的配列を変更することにより、新たな構造を有す

る分子を生ずる工程（生化学的なものを含む。）をいう。 

次の工程は、化学反応ではない。 

 (a)水その他の溶媒への溶解 

 (b)溶媒（溶媒水を含む。）の除去 

 (c)結晶水の追加又は除去 

この定義には、全ての種類の重合反応を含む。 

 

 

CHAPTER 39 

Chapter Note: 

Notwithstanding the applicable product-specific rules of origin, a good of heading 39.01 

through 39.14, except for a good of subheading 3903.11 or 3907.60, that is the product of a 

chemical reaction is an originating good if the chemical reaction occurs in the territory of 

one or more of the Parties. 

For the purposes of this rule, a “chemical reaction” is a process (including a biochemical 

process) which results in a molecule with a new structure by breaking intramolecular bonds 

and by forming new intramolecular bonds, or by altering the spatial arrangement of atoms in 

a molecule.  

The following are not chemical reactions: 

 (a) dissolving in water or other solvents; 

 (b) the elimination of solvents, including solvent water; or 

 (c) the addition or elimination of water of crystallisation. 

This definition comprises all types of polymerization reactions. 



第六部 

部注１ 化学反応に係る規則 

適用可能な品目別原産地規則の規定にかかわらず、第二八類から第三八類までの各類

の産品であって化学反応が行われるものは、当該化学反応が一又は二以上の締約国の

領域において行われる場合には、原産品とする。 

この規則の適用上、「化学反応」とは、分子内の結合を切断し、かつ、新たな分子内の結合

を形成すること又は分子内の原子の空間的配列を変更することにより、新たな構造を有す

る分子を生ずる工程（生化学的なものを含む。）をいう。 

次の工程は、化学反応ではない。 

 (a)水その他の溶媒への溶解 

 (b)溶媒（溶媒水を含む。）の除去 

 (c)結晶水の追加又は除去 

部注２ 精製に係る規則 

適用可能な品目別原産地規則の規定にかかわらず、第二八類から第三五類までの各類

又は第三八類の産品であって精製が行われるものは、当該精製の工程が一又は二以上

の締約国の領域において行われ、かつ、存在する不純物の含有量の八十パーセント以上

の除去をもたらす場合には、原産品とする。 

部注３ 混合及び調合に係る規則 

適用可能な品目別原産地規則の規定にかかわらず、第三〇類、第三一類、第三三・〇二

項又は第三七・〇七項の産品は、所定の仕様と合致させるための材料の意図的なかつ比

例して制御された混合又は調合（分散を含む。）であって、当該産品の用途に関係し、かつ、

投入された材料と異なる物理的又は化学的特徴を当該産品に与えるものが一又は二以上

の締約国の領域において行われる場合には、原産品とする。 

部注４ 粒径の変更に係る規則 

適用可能な品目別原産地規則の規定にかかわらず、第三〇類、第三一類、第三二〇四・

一七号又は第三三・〇四項の産品は、産品の粒径の意図的なかつ制御された変更（重合

体の溶解及びその後の沈殿又は析出による微粒化を含み、破砕又は圧縮のみによるもの

を除く。）であって、当該変更の結果として生ずる産品の用途に関係する特定の粒径、粒径

分布又は表面積及び投入された材料と異なる物理的又は化学的特徴を有する産品を生ず

るものが一又は二以上の締約国の領域において行われる場合には、原産品とする。 

部注５ 標準物質に係る規則 

適用可能な品目別原産地規則の規定にかかわらず、第二八類から第三八類までの各類

（第三五・〇一項から第三五・〇五項までの各項及び第三八二四・六〇号を除く。）の標準

物質は、その生産の工程が一又は二以上の締約国の領域において行われる場合には、

原産品とする。 

この規則の適用上、「標準物質」（標準溶液を含む。）とは、分析、校正又は参照のための



使用に適する調製品であって、正確な純度又は比率を有するものとして製造者により証明

されたものをいう。 

部注６ 異性体分離に係る規則 

適用可能な品目別原産地規則の規定にかかわらず、第二八類から第三八類までの各類

の産品は、異性体の混合物からの異性体の単離又は分離が一又は二以上の締約国の領

域において行われる場合には、原産品とする。 

 

 

SECTION VI 

Section Note 1: Chemical Reaction Rule 

Notwithstanding the applicable product-specific rules of origin, a good of chapter 28 

through 38 that is the product of a chemical reaction is an originating good if the chemical 

reaction occurred in the territory of one or more of the Parties. 

For the purposes of this rule, a “chemical reaction” is a process (including a biochemical 

process) which results in a molecule with a new structure by breaking intramolecular bonds 

and by forming new intramolecular bonds, or by altering the spatial arrangement of atoms in 

a molecule. 

The following are not chemical reactions: 

     (a) dissolving in water or other solvents; 

     (b) the elimination of solvents, including solvent water; or 

     (c) the addition or elimination of water of crystallisation. 

Section Note 2: Purification Rule 

Notwithstanding the applicable product-specific rules of origin, a good of chapter 28 

through 35 or chapter 38, that is subject to purification is an originating good if that 

purification occurs in the territory of one or more of the Parties and results in the 

elimination of not less than 80 per cent of the content of existing impurities. 

Section Note 3: Mixing and Blending Rule 

Notwithstanding the applicable product-specific rules of origin, a good of chapter 30 or 31, 

heading 33.02 or 37.07, is an originating good if, in the territory of one or more of the Parties, 

the deliberate and proportionally controlled mixing or blending (including dispersing) of 

materials to conform to predetermined specifications results in the production of a good 

having physical or chemical characteristics that are relevant to the purposes or uses of the 

good and are different from the input materials. 

Section Note 4: Change in Particle Size Rule 

Notwithstanding the applicable product-specific rules of origin, a good of chapter 30 or 31, 

subheading 3204.17 or heading 33.04 is an originating good if, in the territory of one or more 



of the Parties, the deliberate and controlled modification in particle size of a good occurs, 

including micronizing by dissolving a polymer and subsequent precipitation, other than by 

merely crushing or pressing, resulting in a good with a defined particle size, defined particle 

size distribution or defined surface area, that is relevant to the purposes of the resulting 

good and with different physical or chemical characteristics from the input materials. 

Section Note 5: Standards Materials Rule 

Notwithstanding the applicable product-specific rules of origin, a standards material of 

chapter 28 through 38, except for a good of heading 35.01 through 35.05 or subheading 

3824.60, is an originating good if the production of such good occurs in the territory of one 

or more of the Parties. 

For the purposes of this rule, a “standards material” (including a standard solution) is a 

preparation suitable for analytical, calibrating or referencing uses with precise degrees of 

purity or proportions certified by the manufacturer. 

Section Note 6: Isomer Separation Rule 

Notwithstanding the applicable product-specific rules of origin, a good of chapter 28 

through 38 is an originating good if the isolation or separation of isomers from mixtures of 

isomers occurs in the territory of one or more of the Parties. 



第六一類 

類注１ 

この類の産品が原産品であるかどうかを決定するに当たり、当該産品について適用される

規則は、当該産品の関税分類を決定する構成部分についてのみ適用されるものとし、当

該構成部分は、当該産品について適用される規則に定める関税分類の変更の要件を満た

さなければならない。 

類注２ 

類注１の規定にかかわらず、この類の産品であって、第五八〇六・二〇号又は第六〇・〇

二項の生地を含むものは、そのような生地が、一又は二以上の締約国の領域において作

られ、かつ、仕上げられた糸から作られ、かつ、仕上げられる場合に限り、原産品とする。 

類注３ 

類注１の規定にかかわらず、この類の産品であって、第五二・〇四項、第五四・〇一項若し

くは第五五・〇八項の縫糸又は縫糸として使用される第五四・〇二項の糸を含むものは、

そのような縫糸が一又は二以上の締約国の領域において作られ、かつ、仕上げられる場

合に限り、原産品とする。 

 

 

CHAPTER 61 

Chapter Note 1:  

For the purposes of determining whether a good of this chapter is originating, the rule 

applicable to that good shall apply only to the component that determines the tariff 

classification of the good and such component must satisfy the requirements of the change 

in tariff classification set out in the rule for that good. 

Chapter Note 2:  

Notwithstanding Chapter Note 1, a good of this chapter containing fabrics of subheading 

5806.20 or heading 60.02 is originating only if such fabrics are both formed and finished from 

yarn that is formed and finished in the territory of one or more of the Parties. 

Chapter Note 3:  

Notwithstanding Chapter Note 1, a good of this chapter containing sewing thread of heading 

52.04, 54.01 or 55.08, or yarn of heading 54.02 used as sewing thread is originating only if 

such sewing thread is both formed and finished in the territory of one or more of the 

Parties. 



第六二類 

類注１ 

この類の産品が原産品であるかどうかを決定するに当たり、当該産品について適用される

規則は、当該産品の関税分類を決定する構成部分についてのみ適用されるものとし、当

該構成部分は、当該産品について適用される規則に定める関税分類の変更の要件を満た

さなければならない。 

類注２ 

類注１の規定にかかわらず、この類の産品であって、第五八〇六・二〇号又は第六〇・〇

二項の生地を含むもの（第六二一二・一〇号の産品を除く。）は、そのような生地が、一又

は二以上の締約国の領域において作られ、かつ、仕上げられた糸から作られ、かつ、仕上

げられる場合に限り、原産品とする。 

類注３ 

類注１の規定にかかわらず、この類の産品であって、第五二・〇四項、第五四・〇一項若し

くは第五五・〇八項の縫糸又は縫糸として使用される第五四・〇二項の糸を含むものは、

そのような縫糸が一又は二以上の締約国の領域において作られ、かつ、仕上げられる場

合に限り、原産品とする。 

類注４ 

この附属書に規定する繊維又は繊維製品に関する品目別原産地規則にかかわらず、日

本の伝統的な衣類である着物又は日本の伝統的な衣類附属品である帯については、次の

要件を満たす場合には、原産品とする。ただし、これらの産品が、一又は二以上の締約国

の領域において製造された生地から作られ、及び一又は二以上の締約国の領域において

裁断され、かつ、縫い合わされ、又は仕立てられることを条件とする。 

女子用の着物 

この類の規定の適用上、女子用の着物とは、身体を包むようにして着用され、通常は帯と

呼ばれる幅の広いひもで固定される衣類であって、次のいずれにも該当するものをいう。 

(a) 第六二〇八・九九号に分類される下着類又は第六二一一・四九号に分類される

外衣類 

(b) 絹が百パーセントの織物を五以上の各部分に裁断し、これらを合わせ、及び縫

い合わせることによって作られるもの 

(c) 背中心と袖口との間の幅が六十センチメートル以上七十五センチメートル以下

のもの 

(d) 袖が胴体の側面に完全には取り付けられておらず、かつ、袖の胴体側が縫い

閉じられていないもの 

男子用の着物 

この類の規定の適用上、男子用の着物とは、身体を包むようにして着用され、通常は帯と

呼ばれる幅の広いひもで固定される衣類であって、次のいずれにも該当するものをいう。 



(a) 第六二〇七・九九号に分類される下着類又は第六二一一・三九号に分類される

外衣類 

(b) 絹が百パーセントの織物を五以上の各部分に裁断し、これらを合わせ、及び縫

い合わせることによって作られるもの 

(c) 背中心と袖口との間の幅が六十センチメートル以上七十五センチメートル以下

のもの 

(d) 袖が胴体の側面にほぼ完全に取り付けられており、かつ、袖の胴体側が縫い閉

じられているもの 

帯（第六二・一七項） 

この類の規定の適用上、帯とは、着物の上から巻かれ、及び結ばれ、並びに幅の広いひも

として使用される衣類附属品であって、次のいずれにも該当するものをいう。 

(a) 第六二一七・一〇号又は第六二一七・九〇号に分類されるもの 

(b) 長さが三メートル以上五メートル以下のもので、幅が十五センチメートル以上七

十センチメートル以下のもの 

(c) 二枚の異なる絹織物を合わせ、及び縫い合わせることにより袋状にしたもの又

は一枚の絹織物を半分に折り、及び縫い合わせることにより袋状にしたもの 

(d) 長方形のもの 

(e) 着物と共にのみ使用されるもの 

 

 

CHAPTER 62 

Chapter Note 1:  

For the purposes of determining whether a good of this chapter is originating, the rule 

applicable to that good shall only apply to the component that determines the tariff 

classification of the good and such component must satisfy the requirements of the change 

in tariff classification set out in the rule for that good. 

Chapter Note 2:  

Notwithstanding Chapter Note 1, a good of this chapter, other than a good of subheading 

6212.10, containing fabrics of subheading 5806.20 or heading 60.02 is originating only if such 

fabrics are both formed and finished from yarn that is formed and finished in the territory of 

one or more of the Parties. 

Chapter Note 3:  

Notwithstanding Chapter Note 1, a good of this chapter containing sewing thread of heading 

52.04, 54.01, or 55.08, or yarn of heading 54.02 used as sewing thread is originating only if 

such sewing thread is both formed and finished in the territory of one or more of the 

Parties. 



Chapter Note 4:   

Notwithstanding the textile and apparel specific rules of origin set out in this Annex, the 

traditional Japanese garment, kimono, or garment accessory, obi, satisfying the following 

requirements, is an originating good, provided that the good is made with fabrics produced in 

the territory of one or more of the Parties, and is both cut and sewn or otherwise 

assembled in the territory of one or more of the Parties. 

Women’s or girls’ kimono:  

For the purposes of this chapter, a kimono for women or girls is a garment worn by being 

wrapped around the body, is usually secured with a sash called an obi, and is:   

(a) classified in subheading 6208.99 for an undergarment, or 6211.49 for an outer 

garment;  

(b) made by cutting a 100 per cent silk woven fabric in five or more panels and by 

assembling and sewing them;  

(c) of 60 centimetres or more but not exceeding 75 centimetres in width between 

spine and wrist; and  

(d) with sleeves not fully attached to the body side and not sewn shut on the body 

side. 

Men’s or boys’ kimono: 

For the purposes of this chapter, a kimono for men or boys is a garment worn by being 

wrapped around the body, is usually secured with a sash called an obi, and is: 

(a) classified in subheading 6207.99 for an undergarment, or 6211.39 for an outer 

garment; 

(b) made by cutting a 100 per cent silk woven fabric in five or more panels and by 

assembling and sewing them; 

(c) of 60 centimetres or more but not exceeding 75 centimetres in width between 

spine and wrist; and 

(d) with sleeves almost fully attached to the body side and sewn shut on the body 

side. 

Obi (heading 62.17): 

For the purposes of this chapter, an obi is a garment accessory used as a sash that is 

wrapped and tied over a kimono, and is: 

(a) classified in subheading 6217.10 or 6217.90; 

(b) of a length of three through five metres and a width of 15 through 70 

centimetres; 

(c) made by assembling and sewing two different woven silk fabrics into a 

bag-shaped form, or by folding in half and sewing one woven silk fabric into a 



bag-shaped form; 

(d) rectangular; and 

(e) used only with kimonos. 

 



第六三類 

類注１ 

この類の産品が原産品であるかどうかを決定するに当たり、当該産品について適用される

規則は、当該産品の関税分類を決定する構成部分についてのみ適用されるものとし、当

該構成部分は、当該産品について適用される規則に定める関税分類の変更の要件を満た

さなければならない。 

類注２ 

類注１の規定にかかわらず、この類の産品であって、第五二・〇四項、第五四・〇一項若し

くは第五五・〇八項の縫糸又は縫糸として使用される第五四・〇二項の糸を含むものは、

そのような縫糸が一又は二以上の締約国の領域において完全に作られた場合に限り、原

産品とする。 

 

 

CHAPTER 63 

Chapter Note 1:  

For the purposes of determining whether a good of this chapter is originating, the rule 

applicable to that good shall only apply to the component that determines the tariff 

classification of the good and such component must satisfy the requirements of the change 

in tariff classification set out in the rule for that good. 

Chapter Note 2:  

Notwithstanding Chapter Note 1, a good of this chapter containing sewing thread of heading 

52.04, 54.01 or 55.08, or yarn of heading 54.02 used as sewing thread is originating only if 

such sewing thread is wholly formed in the territory of one or more of the Parties. 



第八二類 

類注 

第八二・〇一項から第八二・一〇項までの各項の産品の生産に使用される卑金属製の柄

については、当該産品が原産品であるかどうかを決定するに当たって考慮しない。 

 

 

CHAPTER 82 

Chapter Note: 

Handles of base metal used in the production of a good of heading 82.01 through 82.10 shall 

be disregarded in determining whether the good is originating. 



附属書三－Ｄ 品目別原産地規則 

付録１ 特定の自動車及び自動車関連部品の品目別原産地規則に関する規定 

1. 第八七〇一・一〇号から第八七〇一・三〇号までの各号又は第八七・〇二項から第八

七・〇五項までの各項の産品に適用可能な品目別原産地規則の域内原産割合の要件

の適用上、表Ａに掲げる材料であって当該産品の生産に使用されるものは、次のいずれ

かの場合には、原産品とする。 

(a) 当該材料に適用可能なこの附属書の要件を満たす場合 

(b) 一又は二以上の締約国の領域において当該材料について行われる生産が表Ｂに

掲げる一又は二以上の工程を含む（注）場合 

注 表Ｂに掲げる一又は二以上の工程は、表Ａに掲げる材料の生産に含まれなけれ

ばならない。表Ａに掲げる材料の生産へ続く形で使用される一又は二以上の部品又

はサブシステムに対して表Ｂに掲げる工程を行うことは、表Ａに掲げる材料に原産品と

しての資格を与えるために十分ではない。２ 表Ｃに掲げる産品に適用可能な品目別

原産地規則の域内原産割合の要件の適用上、当該産品の生産に使用される材料は、

次のいずれかの場合には、原産品とする。 

(c) 当該材料に適用可能なこの附属書の要件を満たす場合 

(d) ３の規定に従うことを条件として、一又は二以上の締約国の領域において当該材料

に対して行われる生産が表Ｂに掲げる一又は二以上の工程を含む場合 

2. ２(b)の規定により原産品とされる材料の価額は、域内原産割合に算入される。ただし、

域内原産割合に算入される当該価額が産品の価額（積上げ方式又は控除方式の場合）

又は費用（純費用方式の場合）の表Ｃに掲げる適用可能な閾(いき)値を超えないことを

条件とする。 

 

 

表Ａ 

統一システムに基づく分

類 

（二千十二年に改正され

た統一システム） 

品名 

七〇〇七・一一 強化ガラス 

七〇〇七・二一 合わせガラス 

八七〇七・一〇 車体（運転室を含むものとし、第八七・〇三項の自動車用の

ものに限る。） 

八七〇七・九〇 

 

車体（運転室を含むものとし、第八七・〇一項、第八七・〇二

項、第八七・〇四項及び第八七・〇五項の自動車用のものに

限る。） 



八七〇八・一〇（一部を

除く。） 

バンパー（その部分品を除く。） 

八七〇八・二九（一部を

除く。） 

車体用プレス部品及び扉組立（これらの部分品を除く。） 

八七〇八・五〇（一部を

除く。） 

駆動軸（差動装置を有するものに限るものとし、伝動装置の

その他の構成部品を有するか有しないかを問わない。）及び

非駆動軸（これらの部分品を除く。） 

表Ｂ 

複雑な組立

て 

複雑な溶接 ダイカストその他これに類する鋳込み

成形 

押出成形 鍛造 熱処理（ガラスの強化又は金属の焼戻

しを含む。） 

積層 切削 金属成形 

鋳造 スタンピング（プレス成形を含

む。） 

 

注１ 「複雑な」とは、専門的な技能及びその工程を行うために特別に生産され又は設置さ

れた機械、器具又は工具（特定の産品についての工程を行うことを目的として生産さ

れた機械、器具又は工具であるかどうかを問わない。）の使用を必要とする工程をい

う。 

注２ 表Ｂに掲げる工程には、統一システムの解釈に関する通則２(a) に従って産品として

分類される非原産材料である構成部品の単なる組立てを含まない。 

 

表Ｃ 

統一システムに基

づく分類（二千十

二年に改正された

統一システム） 

品名 閾 E

い き

A値 

八四〇七・三三 ピストン式火花点火内燃機関（第八七類の車両の駆

動に使用する種類の往復動機関に限る。シリンダー

容積が二五〇立方センチメートルを超えシリンダー容

積が一、〇〇〇立方センチメートル以下のものに限

る。） 

十 パ ー セ

ント 

八四〇七・三四 

 

ピストン式火花点火内燃機関（第八七類の車両の駆

動に使用する種類の往復動機関に限る。シリンダー

容積が一、〇〇〇立方センチメートルを超えるものに

限る。） 

十 パ ー セ

ント 



八四〇八・二〇 

 

ピストン式圧縮点火内燃機関（ディーゼルエンジン及

びセミディーゼルエンジン。第八七類の車両の駆動

に使用する種類のものに限る。） 

十 パ ー セ

ント 

八七〇六・〇〇 

 

原動機付きシャシ（第八七・〇一項から第八七・〇五

項までの各項の自動車用のものに限る。） 

十 パ ー セ

ント 

八七〇八・一〇 バンパー及びその部分品 十 パ ー セ

ント 

八七〇八・二一 シートベルト 十 パ ー セ

ント 

八七〇八・二九 

 

車体（運転室を含む。）のその他の部分品及び附属

品（シートベルトを除く。） 

五 パ ー セ

ント 

八七〇八・三〇 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品 十 パ ー セ

ント 

八七〇八・四〇 ギヤボックス及びその部分品 十 パ ー セ

ント 

八七〇八・五〇 駆動軸（差動装置を有するものに限るものとし、伝動

装置のその他の構成部品を有するか有しないかを問

わない。）及び非駆動軸並びにこれらの部分品 

五 パ ー セ

ント 

八七〇八・八〇 懸架装置及びその部分品（ショックアブソーバーを含

む。） 

十パーセ

ント 

八七〇八・九四 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボック

ス並びにこれらの部分品 

十パーセ

ント 

八七〇八・九五 安全エアバッグ（インフレーターシステムを有するもの

に限る。）及びその部分品 

五パーセ

ント 

八七〇八・九九 

 

その他の部分品及び附属品（第八七・〇一項から第

八七・〇五項までの各項の自動車のものに限るもの

とし、第八七〇八・一〇号から第八七〇八・九五号ま

での各号のものを除く。） 

五パーセ

ント 

 

 

Appendix 1 to Annex 3-D: 

Provisions related to the Product-Specific Rules of Origin for certain vehicles and  

parts of vehicles 

1. For the purpose of satisfying the regional value content requirement of the 

product-specific rule of origin applicable to a good of subheading 8701.10 through 

8701.30 or heading 87.02 through 87.05, a material listed in Table A used in the 



production of that good is originating if: 

(a) it meets the applicable requirements for that material under the PSR Annex; or 

(b) the production undertaken on that material in the territory of one or more of the 

Parties involvesP0F

1
P one or more of the operations listed in Table B. 

2. For the purpose of satisfying the regional value content requirement of the 

product-specific rule of origin applicable to a good listed in Table C, a material used in 

the production of that good is originating if: 

(a) it meets the applicable requirements for that material under the PSR Annex; or 

(b) subject to paragraph 3, the production undertaken on that material in the territory of 

one or more of the Parties involves one or more of the operations listed in Table B. 

3. The value of the materials that are originating under paragraph 2(b) shall be counted as 

originating content, provided that the value counted as originating content does not 

exceed the applicable threshold listed in Table C of the value (Build-Up / Build-Down) 

or cost (Net Cost) of the good.  

 

Table A 

HS Code Description 

7007.11 Toughened (tempered) safety glass 

7007.21 Laminated safety glass 

8707.10 Bodies (including cabs), for the motor vehicles of heading 87.03 

8707.90 Bodies (including cabs), for the motor vehicles of heading 87.01, 87.02, 87.04 

and 87.05 

ex 8708.10 Bumpers (not including parts thereof) 

ex 8708.29 Body stampings and door assemblies (not including parts thereof) 

ex 8708.50 Drive-axles with differential, whether or not provided with other 

transmission components, and non-driving axles (not including parts 

thereof) 

 

Table B 

Complex assembly Complex welding Die or other casting 

Extrusion Forging Heat treating including glass or metal 

                                                   
1 For greater certainty, one or more of the listed operations must be involved in the production of a 

material listed in Table A. Performing a listed operation on one or more parts or subsystems that are 

subsequently used in the production of a material listed in Table A is not sufficient to confer origin on 

that material. 



 tempering 

Laminating Machining Metal forming 

Moulding Stamping including 

pressing 

 

Note 1: “Complex” means an operation that requires specialized skills and the use of 

machines, apparatus or tools that are especially produced or installed to carry out that 

operation, regardless of whether such machines, apparatus or tools were produced 

with the intention of carrying out that operation on a specific good. 

Note 2: The operations referred to in Table B do not include the mere assembly of 

non-originating components classified as a good in accordance with Rule 2(a) of the 

General Rules for the Interpretation of the Harmonized System. 

 

 

 

Table C 

HS Code Description Threshold 

8407.33 

 

Spark-ignition reciprocating piston engines of a kind used 

for the propulsion of vehicles of Chapter 87 :Of a cylinder 

capacity exceeding 250 cc but not exceeding 1,000 cc 

10% 

8407.34 

 

Spark-ignition reciprocating piston engines of a kind used 

for the propulsion of vehicles of Chapter 87 : Of a cylinder 

capacity exceeding 1,000 cc 

10% 

8408.20 

 

Compression-ignition internal combustion piston engines 

(diesel or semi-diesel engines) of a kind used for the 

propulsion of vehicles of Chapter 87 

10% 

8706.00 

 

Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of 

headings 87.01 to 87.05 

10% 

8708.10 Bumpers and parts thereof 10% 

8708.21 Safety seat belts 10% 

8708.29 Other parts and accessories of bodies (including cabs) 5% 

8708.30 Brakes and servo-brakes; parts thereof 10% 

8708.40 Gear boxes and parts thereof 10% 

8708.50 

 

Drive-axles with differential, whether or not provided with 

other transmission components, and non-driving axles; 

parts thereof 

5% 

8708.80 Suspension systems and parts thereof (including 10% 



shock-absorbers) 

8708.94 

 

Steering wheels, steering columns and steering boxes; parts 

thereof 

10% 

8708.95 Safety airbags with inflater system; parts thereof 5% 

8708.99 Other parts and accessories 5% 

 



物品の
番号

供給不足の物品の品名
最終用途に関する要件

（該当する場合）

一
第六〇〇一・九二号のメリヤス編物で、丸編み組織から成るクラッシュドパンベ
ロアのものであり、ポリエステルが百パーセントのもの（重量が一平方メートル
につき二百七十一グラム以下のものに限る。）

二

第五四〇七・五二号又は第五四〇七・六一号の綾織物で、ポリエステルが百
パーセントのもの（マイクロファイバーのもので、ケミカルピーチ加工が施された
ものに限り、かつ、重量が一平方メートルにつき百七十グラム以上二百三十七
グラム以下のものに限る。）

第六二・〇三項又は第六二・
〇四項の織物製のズボン、
ショーツ又はスカート

三

第五四・〇七項の綾織物で、ナイロンが百パーセントのもの（太さが七十デ
ニールのたて糸及び太さが百六十デニールのよこ糸で織られ、一平方インチ
につきたて糸の本数が百五十五でよこ糸の本数が九十のものであり、かつ、
重量が一平方メートルにつき百十五グラムのものに限る。）

第六二〇三・四三号の男子
用のズボン（防水性のものを
除く。）

四

第六〇・〇一項のボンディング編物で、平織りの表面（ナイロンが八十二パー
セント以上八十八パーセント以下及び弾性糸が十二パーセント以上十八パー
セント以下のものに限る。）及びポリエステルが百パーセントの起毛の裏生地
から成るもの（重量が一平方メートルにつき二百五十四グラム以上三百二十六
グラム以下のもので、アメリカ繊維化学技術・染色技術協会（以下「ＡＡＴＣＣ」と
いう。）の規格三五に従って行う試験において、六百ミリメートルの圧力ヘッド下
で二分間に一・〇グラムを超える水が浸透しない防水加工が施されたものに限
る。）

第六一類の男子用及び女子
用の衣類（防水性のものに
限る。）

五

第五四・〇七項のドビー織物又はポプリン織物で、ポリエステルが百パーセン
トのもの（重量が一平方メートルにつき六十七グラム以上七十八グラム以下の
もので、ＡＡＴＣＣの規格三五に従って行う試験において、六百ミリメートルの圧
力ヘッド下で二分間に一・〇グラムを超える水が浸透しない防水加工が施され
たものに限る。）

第六二〇二・一三号又は第
六二〇二・九三号の女子用
の外衣類（防水性及び断熱
性のものに限る。）

六

第五二・〇六項の綿糸（綿繊維が五十パーセントを超えるもので、アクリル繊
維が三十五パーセント以上のものに限り、六十七メートル式番手若しくはそれ
より細い単糸又は構成単糸が百三十五メートル式番手若しくはそれより細いマ
ルチプルヤーン及び小売用にしたものを除く。）

第六一類の衣類及び附属品
（第六一・一一項の乳児用の
靴下類及び第六一・一五項
の靴下類を除く。）

七
第五四類又は第五五類の長繊維又は短繊維の糸の織物で、ポリエステルのも
の（耐塩素性の弾性糸が三パーセント以上二十一パーセント以下のものに限
る。）

第六二一一・一一号又は第
六二一一・一二号の織物製
の水着

八

第五四類又は第五五類の長繊維又は短繊維の糸の織物で、ポリエステルのも
の（ＡＡＴＣＣの規格三五に従って行う試験において、六百ミリメートルの圧力
ヘッド下で二分間に一・〇グラムを超える水が浸透しない防水加工が施された
ものに限る。）

第六二一一・一一号又は第
六二一一・一二号の織物製
の水着

附属書四－Ａ 繊維及び繊維製品の品目別原産地規則
　付録１ 供給不足の物品の一覧表
一時的な物品
　これらの物品は、この協定の効力発生の日の五年後に、第四・二条（原産地規則及び関連事項）９の規定に従い、供給不
足の物品の一覧表から削除される。



物品の
番号

供給不足の物品の品名
最終用途に関する要件

（該当する場合）

九
第五一〇八・二〇号の梳毛糸（カシミヤやぎ製のものに限り、小売用にしたも
のを除く。）

一〇
第五一〇八・二〇号の梳毛糸（らくだ製のものに限り、小売用にしたものを除そ
く。）

一一
第五一〇八・一〇号の紡毛糸（カシミヤやぎ製のものに限り、小売用にしたも
のを除く。）

一二
第五一〇八・一〇号の紡毛糸（らくだ製のものに限り、小売用にしたものを除
く。）

一三 第五八〇一・二三号のベルベティーン織物

一四
第五八〇一・二二号のコール天織物（パイルを切ったもので、綿が八十五パー
セント以上のものに限る。）

恒久的な物品



一五
第五一一一・一一号又は第五一一一・一九号の織物で、手織りしたもの（織幅
が七十六センチメートル未満のもので、ハリスツイード協会の規則に従って英
国で織られ、かつ、同協会によってそのように認定されたものに限る。）

一六
第五五類の織物（羊毛、モヘヤ又はカシミヤやぎ若しくはらくだの毛が十五
パーセント以下及び人造繊維の短繊維が十五パーセント以上のもので、重量
が一平方メートルにつき三百四十グラム以下のものに限る。）

第六二類の衣類

一七
第五一一二・九〇号の梳毛織物で、コームした羊毛、モヘヤ又はカシミヤやぎ
若しくはらくだの毛から成るもの（絹が三十パーセント以上のものに限る。）

第六二類の衣類

一八

第五二〇九・四一号の異なる色の糸から成る織物（綿が八十五パーセント以
上のもので、重量が一平方メートルにつき二百四十グラムを超えるものに限
り、デニムのもの及び六十七メートル式番手若しくはそれより細い単糸又は構
成単糸が百三十五メートル式番手若しくはそれより細いマルチプルヤーンから
成るものを除く。）

一九
第五四〇八・二一号、第五四〇八・二二号、第五四〇八・三一号又は第五四
〇八・三二号の再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸から成る織物で、浸染
したもの又は白色のもの

第六二類の衣類

二〇 第五八〇一・二六号又は第五八〇一・三六号のシェニール織物 第六二類の衣類

二一
第五九〇三・二〇号の織物で、人造繊維が百パーセントのもの（ポリウレタンを
塗布したもの（六百ミリメートル以上千五百ミリメートル以下）で、重量が一平方
メートルにつき九十二グラム以上四百七十五グラム以下のものに限る。）

第四二〇二・一二号、第四二
〇二・二二号、第四二〇二・
三二号又は第四二〇二・九
二号の紡織用繊維製のバッ
グ

二二
第六〇〇一・九二号のメリヤス編物で、人造繊維が百パーセントのもの（重量
が一平方メートルにつき百七グラム以上三百七十五グラム以下のものに限り、
ベロアのものを除く。）

第四二〇二・一二号、第四二
〇二・二二号、第四二〇二・
三二号又は第四二〇二・九
二号の紡織用繊維製のバッ
グ



二三
第六〇〇六・三二号の浸染したメリヤス編物で、人造繊維が百パーセントのも
の（重量が一平方メートルにつき百七グラム以上三百七十五グラム以下のも
のに限り、ダブルニット又はインターロック組織のものを除く。）

第四二〇二・一二号、第四二
〇二・二二号、第四二〇二・
三二号又は第四二〇二・九
二号の紡織用繊維製のバッ
グ

二四

第六〇〇六・三二号の浸染したメリヤス編物で、人造繊維が百パーセントのも
の（ポリウレタンを積層し又は塗布したもので、重量が一平方メートルにつき百
七グラム以上三百七十五グラム以下のものに限り、ダブルニット又はインター
ロック組織のものを除く。）

第四二〇二・一二号、第四二
〇二・二二号、第四二〇二・
三二号又は第四二〇二・九
二号の紡織用繊維製のバッ
グ

二五
第五四・〇八項のシャリー織物で、レーヨンが百パーセントのもの（重量が一平
方メートルにつき六十八グラム以上百五十三グラム以下のものに限る。シャ
リー織物とは、非常に柔らかく軽量で平織りの織物をいう。）

第六二類の衣類及び附属品

二六

第六〇〇一・九一号のベロア編物（綿が七十パーセント以上八十三パーセント
以下及びポリエステルが十七パーセント以上三十パーセント以下のもので、重
量が一平方メートルにつき二百グラム以上二百七十五グラム以下のものに限
る。）

第六一類の衣類及び附属品

二七

第五五〇九・九九号の紡績糸で、ナイロン短繊維のもの（ナイロン繊維が五十
一パーセント以上六十八パーセント以下、レーヨン繊維が三十三パーセント以
上四十七パーセント以下及び弾性繊維が二パーセント以上十パーセント以下
のものに限り、小売用にしたものを除く。）

第六一類の衣類及び附属品
（第六一・一一項の乳児用の
靴下類及び第六一・一五項
の靴下類を除く。）

二八

第五五一五・九九号の織物で、ナイロン短繊維の紡績糸から成るもの（ナイロ
ン繊維が五十一パーセント以上六十八パーセント以下、レーヨン繊維が三十三
パーセント以上四十七パーセント以下及び弾性繊維が二パーセント以上十
パーセント以下のものに限り、小売用にしたものを除く。）

第六二類の衣類及び附属品

二九
第五五〇九・九九号の紡績糸で、ナイロン短繊維のもの（ナイロン繊維が五十
一パーセント以上六十五パーセント以下及びレーヨン繊維が三十五パーセント
以上十九パーセント以下のものに限り、小売用にしたものを除く。）

第六一類の衣類及び附属品
（第六一・一一項の乳児用の
靴下類及び第六一・一五項
の靴下類を除く。）

三〇

第五五一五・九九号の織物で、ナイロン短繊維の紡績糸から成るもの（ナイロ
ン繊維が五十一パーセント以上六十五パーセント以下及びレーヨン繊維が三
十五パーセント以上四十九パーセント以下のものに限り、小売用にしたものを
除く。）

第六二類の衣類及び附属品



三一

第五五〇九・六九号の紡績糸で、人造繊維の短繊維のもの（レーヨン繊維が三
十八パーセント以上四十二パーセント以下、アクリル繊維が三十八パーセント
以上四十二パーセント以下及びポリエステル繊維が十六パーセント以上二十
四パーセント以下のものに限り、小売用にしたものを除く。）

第六一類の衣類及び附属品
（第六一・一一項の乳児用の
靴下類及び第六一・一五項
の靴下類を除く。）

三二

第五五一五・九九号の織物で、人造繊維の短繊維の紡績糸から成るもの
（レーヨン繊維が三十八パーセント以上四十二パーセント以下、アクリル繊維が
三十八パーセント以上四十二パーセント以下及びポリエステル繊維が十六
パーセント以上二十四パーセント以下のものに限る。）

第六二類の衣類及び附属品

三三
第五五一六・一三号又は第五五一六・二三号のジャカード織物で、レーヨン短
繊維から成るもの（重量が一平方メートルにつき三百七十五グラム以下のもの
に限る。）

第六二類の衣類及び附属品

三四

第五五一五・一三号の織物で、カードした羊毛が混紡されたもの（ポリエステル
短繊維が五十パーセント以上、カードした羊毛が二十パーセント以上四十九
パーセント以下及びその他の繊維が八パーセント以下のもので、重量が一平
方メートルにつき二百グラム以上四百グラム以下のものに限る。）

第六二・〇一項又は第六二・
〇二項の男子用、女子用及
び子供用の外衣類並びに第
六二〇九・三〇号の乳児用
の衣類（第六二・〇一項又は
第六二・〇二項の衣類に類
するものに限る。）

三五
第五一・一一項の織物で、カードした羊毛が混紡されたもの（カードした羊毛が
五十パーセント以下及び人造繊維が三十五パーセント以上のもので、重量が
一平方メートルにつき二百グラム以上四百グラム以下のものに限る。）

第六二・〇一項又は第六二・
〇二項の男子用、女子用及
び子供用の外衣類並びに第
六二〇九・九〇号の乳児用
の衣類（第六二・〇一項又は
第六二・〇二項の衣類に類
するものに限る。）

三六

第五五一五・九九号の織物で、カードした羊毛が混紡されたもの（ナイロン短繊
維が五十パーセント以上、カードした羊毛が二十パーセント以上四十九パーセ
ント以下及びその他の繊維が八パーセント以下のもので、重量が一平方メート
ルにつき二百グラム以上四百グラム以下のものに限る。）

第六二・〇一項又は第六二・
〇二項の男子用、女子用及
び子供用の外衣類並びに第
六二〇九・三〇号の乳児用
の衣類（第六二・〇一項又は
第六二・〇二項の衣類に類
するものに限る。）

三七

第五五一五・二二号の織物で、カードした羊毛が混紡されたもの（アクリル又は
モダクリルの短繊維が五十パーセント以上、カードした羊毛が二十パーセント
以上四十九パーセント以下及びその他の繊維が八パーセント以下のもので、
重量が一平方メートルにつき二百グラム以上四百グラム以下のものに限る。）

第六二・〇一項又は第六二・
〇二項の男子用、女子用及
び子供用の外衣類並びに第
六二〇九・三〇号の乳児用
の衣類（第六二・〇一項又は
第六二・〇二項の衣類に類
するものに限る。）

三八

第五四・〇七項のシフォン織物で、ポリエステルが百パーセントのもの（重量が
一平方メートルにつき百七十グラム以下のものに限る。シフォン織物とは、高
撚ねん糸から成る非常に薄く軽量かつ透明な平織りの織物で、通常は正方形
のものであり、かつ、たて糸及びよこ糸の数がほぼ同じで、たて糸及びよこ糸
の番手が同じものをいう。）



三九

第六〇〇一・一〇号のロングパイル編物で、人造毛皮風にしたメリヤス編物
（アクリル又はモダクリルの繊維が五十パーセント以上及びポリエステル繊維
が三十五パーセント以下のパイル編物から成るものに限り、基布の繊維材料
を問わない。）

第六一類、第六二類又は第
六三類の物品

四〇
第六〇〇一・一〇号のロングパイル編物で、人造毛皮風にしたメリヤス編物
（アセテート繊維が五十パーセント以上及びポリエステル繊維が三十五パーセ
ント以下のパイル編物から成るものに限り、基布の繊維材料を問わない。）

第六一類、第六二類又は第
六三類の物品

四一
第五二・一二項の綿織物（第五三類の植物性繊維が三十五パーセント以上四
十九パーセント以下のものに限る。）

第六一類又は第六二類の衣
類

四二
第五五・一五項又は第五五・一六項の人造繊維の短繊維の織物（第五三類の
植物性繊維が三十五パーセント以上四十九パーセント以下のものに限る。）

第六一類又は第六二類の衣
類

四三
第五二・一二項の綿織物（第五三類の植物性繊維が三十パーセント以上及び
弾性繊維が五パーセント以上のものに限る。）

第六一類又は第六二類の衣
類

四四
第五五・一五項又は第五五・一六項の人造繊維の短繊維の織物（第五三類の
植物性繊維が三十パーセント以上及び弾性繊維が五パーセント以上のものに
限る。）

第六一類又は第六二類の衣
類

四五

第六〇・〇四項から第六〇・〇六項までの各項のメリヤス編物（人造繊維の短
繊維が五十一パーセント以上六十五パーセント以下及び第五三類の植物性繊
維が三十五パーセント以上四十九パーセント以下のものに限り、弾性糸又は
ゴム糸が五パーセント以上のものを含む。）

第六一類の衣類

四六

第六〇・〇四項から第六〇・〇六項までの各項のメリヤス編物（綿繊維が五十
一パーセント以上六十五パーセント以下及び第五三類の植物性繊維が三十五
パーセント以上四十九パーセント以下のものに限り、弾性糸又はゴム糸が五
パーセント以上のものを含む。）

第六一類の衣類



四七
第六〇・〇四項のメリヤス編物（第五三類の植物性繊維が三十パーセント以
上、ポリエステルが六十五パーセント以下及び弾性糸又はゴム糸が五パーセ
ント以上のものに限る。）

第六一類の衣類及び附属品

四八
第六〇・〇四項のメリヤス編物（第五三類の植物性繊維が三十パーセント以
上、綿が六十五パーセント以下及び弾性糸又はゴム糸が五パーセント以上の
ものに限る。）

第六一類の衣類及び附属品

四九 第五六〇六・〇〇号のシェニールヤーン
第六一・〇六項、第六一・〇
九項又は第六一・一〇項の
女子用の上体用衣類

五〇

第五五・一五項のストレッチ織物（ポリエステルが五十一パーセント以上六十
五パーセント以下、レーヨンが三十四パーセント以上四十九パーセント以下及
び弾性糸が一パーセント以上六パーセント以下のもので、重量が一平方メート
ルにつき百八十グラム以上三百グラム以下のものに限る。）

第六二・〇三項、第六二・〇
四項又は第六二・〇九項の
ズボン、胸当てズボン、
ショーツ、スカート及びキュ
ロットスカート

五一

第五三・一一項のストレッチデニム（ラミーが五十五パーセント以上六十一パー
セント以下、綿が二十三パーセント以上二十九パーセント以下、ポリエステル
が十六パーセント以上二十二パーセント以下及び弾性糸が一パーセント以上
三パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき二百七十二グラム以
上四百グラム以下（洗濯前）又は二百二十二グラム以上四百グラム以下（洗濯
後）のものに限る。）

第六二・〇三項、第六二・〇
四項又は第六二・〇九項の
ズボン、胸当てズボン、
ショーツ、スカート及びキュ
ロットスカート

五二

第五四・〇七項のマイクロファイバーサテン織物で、ポリエステルが百パーセン
トのもの（紫外線防御指数処理及びケミカルピーチ加工が施されたもので、重
量が一平方メートルにつき百三十五グラム以上二百二十グラム以下のものに
限る。）

第六二・〇三項、第六二・〇
四項又は第六二・〇九項の
ショーツ

五三
第五二・〇八項又は第五二・一〇項のフランネル綿織物（綿のみから成るもの
又は綿が六十パーセント以上及びポリエステルが四十パーセント以下のもの
で、重量が一平方メートルにつき二百グラム以下のものに限る。）

五四
第五四〇三・一〇号、第五四〇三・三一号、第五四〇三・三二号又は第五四
〇三・四一号の再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸で、ビスコースレーヨ
ンのもの（縫糸及び小売用にしたものを除く。）



五五 第五五・〇二項の長繊維のトウで、ビスコースレーヨンのもの

五六

第五五〇一・三〇号又は第五五〇三・三〇号の短繊維で、アクリル又はモダク
リルのもの（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたもの並びに生機、漂
白した繊維、炭素繊維の生産に使用するポリアクリルニトリル・プリカーサー及
び浸染してない繊維又はゲル浸染した繊維で小売用のアクリル糸に使用する
ものを除く。）

五七
第五五〇四・一〇号の短繊維で、ビスコースレーヨンのもの（カード、コームそ
の他の紡績準備の処理をしたものを除く。）

五八

第五五〇一・三〇号又は第五五〇六・三〇号の短繊維で、アクリル又はモダク
リルのもの（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限り、生機、
漂白した繊維、炭素繊維の生産に使用するポリアクリルニトリル・プリカーサー
及び浸染してない繊維又はゲル浸染した繊維で小売用のアクリル糸に使用す
るものを除く。）

五九
第五二〇八・四一号又は第五二〇八・四三号の異なる色の糸から成るフラン
ネル織物（綿が八十五パーセント以上のもので、重量が一平方メートルにつき
二百グラム未満のものに限る。）

第六二類の衣類

六〇
第五二・〇六項の綿糸（綿繊維が五十一パーセント以上六十五パーセント以下
及びレーヨン繊維が三十五パーセント以上四十九パーセント以下のものに限
り、小売用にしたものを除く。）

第六一類又は第六二類の衣
類及び附属品（第六一・一一
項の乳児用の靴下類及び第
六一・一五項の靴下類を除
く。）

六一

第五四・〇七項、第五五・一二項、第五九〇三・二〇号又は第五九〇三・九〇
号の織物で、合成繊維が百パーセントのもの（透湿性及び防水性のラミネート
加工並びに耐久性はっ水加工が施されたもので、五千ミリメートルの静水圧試
験（国際標準化機構（以下「ＩＳＯ」という。）八一一）に合格し、透湿の結果水蒸
気透過抵抗値が六十以下である（ＩＳＯ一一〇九二）ものに限り、かつ、親水性
モノリシック若しくは疎水性ポリウレタンから成る透湿性及び防水性の膜又は
四フッ化エチレン樹脂にラミネート加工し並びに耐久性はっ水加工を施した織
物に限る。物品は、防水性の膜にラミネート加工を施した裏地として第三の層
を含むことができる。）

第六二・〇一項、第六二・〇
二項、第六二・〇三項、第六
二・〇四項又は第六二・一〇
項の男子用及び女子用の
コート、アノラック（スキージャ
ケットを含む。）、ウインドブ
レーカーその他これらに類す
る製品並びに男子用及び女
子用のズボン又はベスト（詰
め物をしたベスト及び断熱加
工したベストを除く。）



六二

第五四・〇七項、第五五・一二項、第五九〇三・二〇号又は第五九〇三・九〇
号の織物で、合成繊維が百パーセントのもの（透湿性及び防水性のラミネート
加工並びに耐久性はっ水加工が施されたもので、五千ミリメートルの静水圧試
験（ＩＳＯ八一一）に合格し、透湿の結果水蒸気透過抵抗値が六十以下である（Ｉ
ＳＯ一一〇九二）ものに限り、かつ、親水性モノリシック若しくは疎水性ポリウレ
タンから成る透湿性及び防水性の膜又は四フッ化エチレン樹脂にラミネート加
工し並びに耐久性はっ水加工を施した織物に限る。物品は、防水性の膜にラミ
ネート加工を施した裏地として第三の層を含むことができる。）

第六二・一六項のスポーツ
用の手袋（アイスホッケー及
びフィールドホッケー用の手
袋を除く。）

六三

第五九〇三・二〇号、第五九〇三・九〇号、第六〇・〇五項又は第六〇・〇六
項のメリヤス編物で、合成繊維が百パーセントのもの（透湿性及び防水性のラ
ミネート加工並びに耐久性はっ水加工が施されたもので、五千ミリメートルの静
水圧試験（ＩＳＯ八一一）に合格し、透湿の結果水蒸気透過抵抗値が六十以下
である（ＩＳＯ一一〇九二）ものに限り、かつ、親水性モノリシック若しくは疎水性
ポリウレタンから成る透湿性及び防水性の膜又は四フッ化エチレン樹脂にラミ
ネート加工し並びに耐久性はっ水加工を施した織物に限る。物品は、防水性の
膜にラミネート加工を施した裏地として第三の層を含むことができる。）

第六一・〇一項、第六一・〇
二項、第六一・〇三項、第六
一・〇四項又は第六一・一三
項の男子用及び女子用の
コート、アノラック、ウインドブ
レーカーその他これらに類す
る製品並びに男子用及び女
子用のズボン

六四

第五九〇三・二〇号、第五九〇三・九〇号、第六〇・〇五項又は第六〇・〇六
項のメリヤス編物で、合成繊維が百パーセントのもの（透湿性及び防水性のラ
ミネート加工並びに耐久性はっ水加工が施されたもので、五千ミリメートルの静
水圧試験（ＩＳＯ八一一）に合格し、透湿の結果水蒸気透過抵抗値が六十以下
である（ＩＳＯ一一〇九二）ものに限り、かつ、親水性モノリシック若しくは疎水性
ポリウレタンから成る透湿性及び防水性の膜又は四フッ化エチレン樹脂にラミ
ネート加工し並びに耐久性はっ水加工を施した織物に限る。物品は、防水性の
膜にラミネート加工を施した裏地として第三の層を含むことができる。）

第六一・一六項の手袋

六五

第五五一二・一九号のストレッチ織物で、四方向に伸縮する平織りのもの（ポリ
エステルが八十五パーセント以上九十八パーセント以下及び弾性糸が二パー
セント以上十五パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき百三十
五グラム以上二百グラム以下のものに限る。）

第六二類の衣類

六六

第五二〇八・二一号、第五二〇八・二二号、第五二〇八・二三号、第五二〇
八・二九号、第五二〇八・三一号、第五二〇八・三二号、第五二〇八・三三号、
第五二〇八・三九号、第五二〇八・四一号、第五二〇八・四二号、第五二〇
八・四三号、第五二〇八・四九号、第五二一〇・二一号、第五二一〇・二九号、
第五二一〇・三一号、第五二一〇・三二号、第五二一〇・三九号、第五二一
〇・四一号又は第五二一〇・四九号の綿織物で、漂白し若しくは浸染したもの
又は異なる色の糸から成るもの（六十七メートル式番手若しくはそれより細い
単糸又は構成単糸が百三十五メートル式番手若しくはそれより細いマルチプ
ルヤーン（芯地材を除く。）から成るもので、重量が一平方メートルにつき二百
グラム以下のものに限る。襟、カフス及び胸ポケット用の織物は、同種の織物
でもよい。この規定の適用上、「同種の」織物とは、組織及び繊維含有量につ
いてこれらの基準を満たすが、色彩又は色彩パターンが表地の繊維とは異な
るものをいう。）シャツ及びブラウスとは、こばステッチが施された襟（ボタンダウ
ンのものかどうかを問わない。）、完全な前開き部分及びボタン留めを有するも
のをいう（長袖のものについては、カフスボタンその他の閉込み手段を必要と
するボタンカフス又は折り重ねカフスを有するものに限る。）。男子用のシャツ
は、長袖又は半袖のものに限り、女子用のシャツ又はブラウスは、長袖、半袖
又は袖なしのものに限る。シャツ又はブラウスは、一の胸ポケットを有すること
ができるが、その他のポケットを有してはならない。シャツ又はブラウスは、メリ
ヤス編みの襟、カフス又はすそにメリヤス編みのウエストバンドその他の絞る
部分及び裏地（カフス、襟、プラケット、ヨーク、ポケット又はししゅうに必要とさ
れる織物の芯地及び二重層を除く。）を有してはならない。シャツ又はブラウス
は、後ろヨークを有することができるが、前ヨークを有してはならない。シャツ又
はブラウスは、スーツ、スーツに類するジャケット又はブレザーの下に着用する
ために適したものに限るものとし、ししゅうされたロゴ又はイニシャルを胸部、胸
ポケット、襟又はカフスに施すことができる。

第六二〇五・二〇号の男子
用のドレスシャツ又は第六二
〇六・三〇号の女子用のブ
ラウス



六七
第五五一六・一四号のな染した織物で、レーヨンが百パーセントのもの（重量が
一平方メートルにつき二百グラムを超えるものに限る。）

六八

第六〇〇一・二二号の起毛のメリヤス編物（アクリルが六十七パーセント以上
七十三パーセント以下及びビスコースが二十七パーセント以上三十三パーセ
ント以下のもので、重量が一平方メートルにつき二百グラム以上二百八十グラ
ム以下のものに限る。）

第六一一〇・三〇号のセー
ター、プルオーバー、スウェッ
トシャツ、ウエストコートその
他これらに類する製品

六九

第六〇・〇四項のジャージーのメリヤス編物（アクリルが三十一パーセント以上
三十七パーセント以下、ビスコースが十五パーセント以上二十一パーセント以
下、ポリエステルが三十五パーセント以上四十一パーセント以下及び弾性糸が
七パーセント以上十三パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき
百二十五グラム以上百八十グラム以下のものに限る。）

第六一類の衣類

七〇
第六〇〇六・三二号の浸染したメリヤス編物（ナイロンが五十二パーセント以
上五十八パーセント以下、羊毛が二十七パーセント以上三十三パーセント以下
及びアクリルが十二パーセント以上十八パーセント以下のものに限る。）

第六一一〇・三〇号のセー
ター、プルオーバー、スウェッ
トシャツ、ベストその他これら
に類する製品

七一
第六〇〇六・三二号の浸染したメリヤス編物（ナイロンが四十二パーセント以
上四十八パーセント以下、ビスコースが三十七パーセント以上四十三パーセン
ト以下及び羊毛が十二パーセント以上十八パーセント以下のものに限る。）

第六一一〇・三〇号のセー
ター、プルオーバー、スウェッ
トシャツ、ベストその他これら
に類する製品

七二

第六〇〇六・三二号の浸染したメリヤス編物（ナイロンが四十一パーセント以
上四十七パーセント以下、羊毛が十八パーセント以上二十四パーセント以下、
アクリルが十八パーセント以上二十四パーセント以下及びモヘヤが十一パー
セント以上十七パーセント以下のものに限る。）

第六一一〇・三〇号のセー
ター、プルオーバー、スウェッ
トシャツ、ベストその他これら
に類する製品

七三

第六〇〇六・二二号又は第六〇〇六・三二号の浸染したメリヤス編物（綿が五
十パーセント以上五十六パーセント以下、アクリルが三十四パーセント以上四
十パーセント以下及びポリエステルが七パーセント以上十三パーセント以下の
ものに限る。）

第六一・一〇項のセーター、
プルオーバー、スウェットシャ
ツ、ベストその他これらに類
する製品

七四

第六〇・〇四項のメリヤス編物（ポリエステルが三十五パーセント以上四十一
パーセント以下、アクリルが三十二パーセント以上三十八パーセント以下、ビス
コースが十五パーセント以上二十一パーセント以下及び弾性糸が六パーセント
以上十一パーセント以下のものに限る。）

第六一類の衣類



七五
第五二〇八・四九号、第五二〇九・四九号、第五二一〇・四九号又は第五二
一一・四九号の異なる色の糸から成るジャカード織物（綿が重量上の主成分で
あるものに限る。）

第六二類の衣類

七六
第六〇〇六・二二号の浸染したメリヤス編物（綿が五十一パーセント以上六十
パーセント以下、レーヨンが三十パーセント以上四十パーセント以下及びナイ
ロンが四パーセント以上十パーセント以下のものに限る。）

第六一類の衣類

七七
第六〇〇六・四二号のメリヤス編物で、レーヨンのもの（難燃性のレーヨン繊維
を含有しないもので、重量が一平方メートルにつき百二十五グラム以上二百二
十五グラム以下のものに限る。）

七八

第六〇〇五・三二号のたてメリヤス編物で、ラッシェル編みのもの（長繊維の太
さが一・〇デニール未満のマイクロファイバーの人造繊維の糸から成るもの
で、重量が一平方メートルにつき九十グラム以上二百四十グラム以下のもの
に限り、かつ、区分Ｇの通気を有するものに限る。「区分Ｇ」の通気とは、機械
加工した様式で、寸法が可変的な開孔部及び可視的な開孔部がない密集部を
有するものをいう。開孔部は、線状の縞のものを除く。）

第六一類の男子用及び女子
用のトップス、ズボン又は
ショーツ（この規定における
「トップス」には、第六一・〇
五項及び第六一・〇六項の
シャツ及びブラウス、第六
一・〇九項のＴシャツ、シング
レット、タンクトップその他こ
れらに類する衣類、第六一・
一〇項のプルオーバーその
他これに類する衣類、第六
一・一四項のトップス並びに
第六一・一四項のその他の
衣類でこれらの衣類に類す
るものを含む。）

七九

第六〇〇六・二二号、第六〇〇六・二三号、第六〇〇六・二四号、第六〇〇
六・三二号、第六〇〇六・三三号又は第六〇〇六・三四号のメリヤス編物で、
丸編みのもの（ポリエステルが五パーセント以上六十パーセント以下、綿が五
パーセント以上六十パーセント以下及びレーヨンが三十五パーセント以上九十
パーセント以下の三種混紡糸から成るもので、重量が一平方メートルにつき二
百五十グラム以下のものに限る。）

第六一類の男子用及び女子
用のトップス、ズボン又は
ショーツ（この規定における
「トップス」には、第六一・〇
五項及び第六一・〇六項の
シャツ及びブラウス、第六
一・〇九項のＴシャツ、シング
レット、タンクトップその他こ
れらに類する衣類、第六一・
一〇項のプルオーバーその
他これに類する衣類、第六
一・一四項のトップス並びに
第六一・一四項のその他の
衣類でこれらの衣類に類す
るものを含む。）



八〇

第五四〇七・一〇号の二重織りの織物（ナイロンが六十六パーセント以上七十
二パーセント以下、ポリエステルが十九パーセント以上二十五パーセント以下
及び弾性糸が六パーセント以上十二パーセント以下のもので、重量が一平方
メートルにつき二百グラム以上二百五十グラム以下のものに限り、かつ、ＡＡＴ
ＣＣの規格三五に従って行う試験において、六百ミリメートルの圧力ヘッド下で
二分間に一・〇グラムを超える水が浸透しない防水加工が施されたものに限
る。）

第六二〇一・九三号の男子
用のジャケット（防水性のも
のに限る。）

八一

第五四・〇七項、第五五・一二項又は第五九・〇三項の合成繊維の織物で、透
湿性及び防水性のコーティング加工並びに耐久性はっ水加工が施されたもの
であり、かつ、五千ミリメートルの静水圧試験（ＩＳＯ八一一）に合格し、透湿の結
果水蒸気透過抵抗値が六十以下である（ＩＳＯ一一〇九二）もの（主要な縫い目
がシールされたもので、防水性及び透湿性のコーティング加工並びに耐久性
はっ水加工が施されたものに限り、コーティング面に接着した裏地として第三
の層を含むことができる。この物品の縫い目は、「シールされた縫い目」であ
る。この衣類は高度に組織される。）

第六二類の男子用及び女子
用の外衣類（ジャケット、ズボ
ンその他これらに類する製品
を含む。）

八二

第五一一一・一一号又は第五一一一・一九号の織物で、羊毛が百パーセント
のもの（重量が一平方メートルにつき二百八十五グラム以上三百十五グラム
以下のもので、ＡＡＴＣＣの規格三五に従って行う試験において、六百ミリメート
ルの圧力ヘッド下で二分間に一・〇グラムを超える水が浸透しない防水加工が
施されたものに限る。）

第六二〇二・九一号の女子
用のアノラック、スキージャ
ケットその他これらに類する
製品（防水性のものに限
る。）

八三

第六〇〇四・一〇号、第六〇〇五・三一号、第六〇〇五・三二号、第六〇〇
五・四一号、第六〇〇五・四二号、第六〇〇六・三一号、第六〇〇六・三二号、
第六〇〇六・四一号又は第六〇〇六・四二号の身体の寸法に合わせたチュー
ブ状の人造繊維の編物で、白色の又は浸染したもの（よられた弾性糸がよこ帯
状の部分に挿入されたもので、機械加工による成型、圧縮又は様式が施され
たものに限り、かつ、重量が一平方メートルにつき二百五十グラム以下のもの
に限る。）

第六一類の衣類で、丸編み
のメリヤス編物のものであ
り、かつ、縫い目のないもの
（最小限の縫い目を有するこ
とができるが、脇縫いを有し
てはならない。）

八四

第六〇〇四・一〇号、第六〇〇五・三一号、第六〇〇五・三二号、第六〇〇
五・四一号又は第六〇〇五・四二号のたてメリヤス編物で、ダブルニードル
バーを用いたジャカードラッシェル編みのもの（白色の又は浸染したもので、人
造繊維のマイクロデニールナイロンの糸又はポリエステルの糸（長繊維の太さ
が一デニール未満のものに限る。）から成るものに限る。）

第六一類の衣類で、縫い目
のないもの（身体の寸法に合
わせたもので、機械加工によ
る成型、圧縮又は様式が施
されたものに限る。最小限の
縫い目を有することができる
が、脇縫いを有してはならな
い。）



八五

第五九・〇三項、第六〇〇一・一〇号、第六〇〇一・二二号、第六〇〇一・九
二号、第六〇〇四・一〇号、第六〇〇五・三二号又は第六〇〇六・三二号の
編物で、人造繊維を複合した二以上の機能を有するもの（透湿性及び防水性
の素材の内部膜が接着された一又は二の層のメリヤス編物から成るもので、
五千ミリメートルの静水圧試験（ＩＳＯ八一一）に合格し、透湿の結果水蒸気透
過抵抗値が六十以下である（ＩＳＯ一一〇九二）ものに限り、かつ、耐久性はっ
水加工が施されたもので、ＡＡＴＣＣの規格三五に従って行う試験において、六
百ミリメートルの圧力ヘッド下で二分間に一・〇グラムを超える水が浸透しない
防水加工が施されたものに限る。この内部膜は、二層のメリヤス編物の間に挟
むこと又は一層のメリヤス編物に接着することができる。）

第六一類の男子用及び女子
用の外衣類（ジャケット及び
ズボンを含む。）、ウィンドブ
レーカージャケットその他こ
れらに類する製品で、人造繊
維を複合した編物（一又は二
の層のメリヤス編物で、二層
のメリヤス編物の間に挟ま
れ又は一層のメリヤス編物
の背面に接着された防風
性、透湿性及び防水性の膜
を有するもの）を利用したも
のであり、かつ、耐久性はっ
水加工が施されたもの（これ
らの製品は、しばしば「ソフト
シェル」の衣類といい、取り
付けた帽子を含む。）

八六

第五四・〇七項、第六〇・〇一項、第六〇・〇四項、第六〇・〇五項又は第六
〇・〇六項の織物又はメリヤス編物で、浸染したもの（中に織り込まれた又は
編み込まれた再帰反射糸（スリット状の反射フィルムから成るもので、幅が五ミ
リメートルを超えないものに限る。）が五パーセント以上のもので、重量が一平
方メートルにつき三百グラム以下のものに限る。）

八七

第六〇〇四・一〇号、第六〇〇六・二一号、第六〇〇六・二二号又は第六〇
〇六・二四号のメリヤス編物（綿が五十一パーセント以上七十パーセント以下、
レーヨンが三十三パーセント以上四十九パーセント以下及び弾性糸が二パー
セント以上七パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき二百七十
五グラム以下のものに限る。）

第六一・〇五項、第六一・〇
六項、第六一・〇九項又は第
六一・一〇項の上体用衣類

八八
第五九〇三・二〇号の織物で、人造繊維が百パーセントのもの（ポリウレタンを
塗布したもの（五百ミリメートル以上千五百ミリメートル以下）で、重量が一平方
メートルにつき九十二グラム以上四百七十五グラム以下のものに限る。）

第四二〇二・九二号のバック
パック

八九

第五四・〇七項の織物で、平織りの合成繊維のもの（ナイロンが九十パーセン
ト以上九十六パーセント以下及び弾性糸が四パーセント以上十パーセント以下
のもので、重量が一平方メートルにつき百二十五グラム以上百三十五グラム
以下のものに限り、かつ、ＡＡＴＣＣの規格三五に従って行う試験において、六
百ミリメートルの圧力ヘッド下で二分間に一・〇グラムを超える水が浸透しない
防水加工が施されたものに限る。）

第六二〇三・四三号又は第
六二〇四・六三号の男子用
及び女子用のズボン（防水
性のものに限り、スキー又は
スノーボード用のズボンを除
く。）

九〇

第五四・〇七項の二重織りの織物（ナイロンが四十七パーセント以上五十三
パーセント以下、ポリエステルが四十パーセント以上四十六パーセント以下及
び弾性糸が四パーセント以上十パーセント以下のもので、重量が一平方メート
ルにつき二百七十グラム以上二百八十グラム以下のものに限り、かつ、ＡＡＴＣ
Ｃの規格三五に従って行う試験において、六百ミリメートルの圧力ヘッド下で二
分間に一・〇グラムを超える水が浸透しない防水加工が施されたものに限
る。）

第六二〇三・四三号の男子
用のズボン（防水性のものに
限り、スキー又はスノーボー
ド用のズボンを除く。）

九一

第五四・〇七項の二重織りの織物（ポリエステルが九十パーセント以上九十九
パーセント以下及び弾性糸が一パーセント以上十パーセント以下のもので、重
量が一平方メートルにつき二百二十九グラム以上二百四十一グラム以下のも
のに限り、かつ、ＡＡＴＣＣの規格三五に従って行う試験において、六百ミリメー
トルの圧力ヘッド下で二分間に一・〇グラムを超える水が浸透しない防水加工
が施されたものに限る。）

第六一一〇・三〇号の男子
用及び女子用の製品（セー
ター、ベスト及びスウェット
シャツを除く。）並びに第六二
〇一・九三号の男子用のアノ
ラックその他これに類する製
品（防水性のものに限る。）



九二

第五四〇七・一〇号の二重織りの織物（ポリエステルが五十一パーセント以上
五十七パーセント以下、ナイロンが三十七パーセント以上四十三パーセント以
下及び弾性糸が三パーセント以上九パーセント以下のもので、重量が一平方
メートルにつき二百十五グラム以上二百二十五グラム以下のものに限り、か
つ、ＡＡＴＣＣの規格三五に従って行う試験において、六百ミリメートルの圧力
ヘッド下で二分間に一・〇グラムを超える水が浸透しない防水加工が施された
ものに限る。）

第六二〇三・四三号の男子
用のズボン（防水性のものに
限り、スキー又はスノーボー
ド用のズボンを除く。）

九三

第五四・〇七項のリップストップ織物で、ナイロンが百パーセントのもの（重量が
一平方メートルにつき三十七グラム以上四十七グラム以下のもので、ＡＡＴＣＣ
の規格三五に従って行う試験において、六百ミリメートルの圧力ヘッド下で二
分間に一・〇グラムを超える水が浸透しない防水加工が施されたものに限
る。）

第六二〇一・九三号又は第
六二〇二・九三号の男子用
及び女子用の衣類（断熱加
工した防水性のものに限
る。）

九四

第五四・〇七項の平織りのタフタ織物で、ポリエステルが百パーセントのもの
（重量が一平方メートルにつき五十三グラム以上六十三グラム以下のもので、
ＡＡＴＣＣの規格三五に従って行う試験において、六百ミリメートルの圧力ヘッド
下で二分間に一・〇グラムを超える水が浸透しない防水加工が施されたものに
限る。）

第六二〇三・四三号の男子
用のズボン（断熱加工した防
水性の合成繊維のものに限
り、スキー又はスノーボード
用のズボンを除く。）

九五
第六〇〇四・一〇号、第六〇〇四・九〇号又は第六〇〇五・三四号のな染した
たてメリヤス編物で、ポリエステル又はナイロン繊維のもの（耐塩素性の弾性
糸が三パーセント以上二十一パーセント以下のものに限る。）

第六一一二・四一号の女子
用の水着並びに第六一一
一・三〇号の乳児用の水着
及びラッシュガード

九六
第五五〇九・三一号、第五五〇九・三二号、第五五〇九・六一号、第五五〇
九・六二号又は第五五〇九・六九号の紡績糸で、アクリル又はモダクリルの短
繊維のもの（小売用にしたものを除く。）

第六一・〇五項、第六一・〇
六項、第六一・〇九項、第六
一・一〇項、第六一・一一項
又は第六一・一四項の上体
用衣類（第六一・一一項の乳
児用靴下類及び第六一・一
五項の靴下類を除く。）

九七 第五五一二・二九号の織物で、アクリル又はモダクリルの短繊維のもの

第六二・〇一項又は第六二・
〇二項の男子用及び女子用
の外衣類並びに第六二〇
九・三〇号の乳児用の衣類
（第六二・〇一項又は第六
二・〇二項の衣類に類するも
のに限る。）

九八

第五五・一六項のサテン織り又は綾織りの織物で、漂白し又は浸染したもの
（リヨセルが六十パーセント以上及びナイロン、ポリエステル又は弾性糸が四十
パーセント以下のもので、全米防火協会（ＮＦＰＡ）二一一二又はアメリカ材料試
験協会（ＡＳＴＭ）一五〇六の難燃性規格に適合しないものに限る。）

第六二類の織物製の衣類

九九
第六〇〇六・三二号の浸染したメリヤス編物（ポリエステルが五十七パーセン
ト以上六十三パーセント以下、羊毛が二十七パーセント以上三十三パーセント
以下及びナイロンが七パーセント以上十三パーセント以下のものに限る。）

第六一一〇・三〇号のセー
ター、プルオーバー、スウェッ
トシャツ、ベストその他これら
に類する製品



一〇〇

第五二一二・二二号又は第五二一二・二三号の綾織物で、漂白し又は浸染し
たも
あやの（綿が五十二パーセント以上五十八パーセント以下及び亜麻が四十二
パーセント以上四十八パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき
二百三十グラム以上二百八十五グラム以下のものに限る。）

一〇一
第五八〇一・三七号の人造繊維のたてパイル織物で、ベルベットのもの（パイ
ルを切ったものに限る。）

一〇二

第五二〇八・四二号又は第五二〇八・五二号のシアーサッカー織物で、綿のも
の（重量が一平方メートルにつき二百グラム以下のもので、織物の上に縞模様
が生しまずる交互のパッカリング効果を生じさせるため、異なる張力で二のた
て糸を織る方法で生産されたものに限り、六十七メートル式番手若しくはそれ
より細い単糸を使ったもの又は構成単糸が百三十五メートル式番手若しくはそ
れより細いマルチプルヤーンを使ったものを含有するものを除く。糸が浸染さ
れたもの、な染されたもの又は単色のもののいずれであるかを問わない。）

一〇三

第五二・一〇項又は第五二・一一項の綿織物（綿が五十一パーセント以上七
十パーセント以下及びナイロンが三十パーセント以上四十九パーセント以下の
もので、ＡＡＴＣＣの規格三五に従って行う試験において、六百ミリメートルの圧
力ヘッド下で二分間に一・〇グラムを超える水が浸透しない防水加工が施され
たものに限る。）

第六二一一・一一号又は第
六二一一・一二号の織物製
の水着

一〇四

第五五一二・一九号のシアーサッカー織物で、ポリエステル短繊維のもの（重
量が一平方メートルにつき二百グラム以下のもので、織物の上に縞模様が生
ずる交しま
互のパッカリング効果を生じさせるため、異なる張力で二のたて糸を織る方法
で生産されたものに限る。糸が浸染されたもの、な染されたもの又は単色のも
ののいずれであるかを問わない。）

一〇五

第五二〇九・二一号、第五二〇九・三一号、第五二〇九・三九号、第五二〇
九・四一号、第五二〇九・五一号又は第五二〇九・五九号の綿織物で、漂白
し、浸染し若しくはな染したもの又は異なる色の糸から成るもの（重量が一平方
メートルにつき二百グラムを超えるものに限る。）

第四二類の紡織用繊維製の
旅行用具、ハンドバッグその
他これらに類する容器

一〇六 第五五・一二項の起毛のマイクロファイバー織物で、ポリエステル繊維のもの
第四二類の紡織用繊維製の
旅行用具、ハンドバッグその
他これらに類する容器

一〇七
第五九〇三・一〇号の紡織用繊維の織物類（ポリ塩化ビニルを染み込ませ、
塗布し、被覆し又は積層したもので、重量が一平方メートルにつき二百グラム
を超えるものに限る。）

第四二類の紡織用繊維製の
旅行用具、ハンドバッグその
他これらに類する容器



一〇八
第五九〇三・二〇号の綿の織物類（ポリウレタンを染み込ませ、塗布し、被覆し
又は積層したもので、重量が一平方メートルにつき二百グラムを超えるものに
限る。）

第四二類の紡織用繊維製の
旅行用具、ハンドバッグその
他これらに類する容器

一〇九

第六〇・〇四項又は第六〇・〇五項の弾性を有するたてメリヤス編物で、ポリ
エステル及びビスコースのもの（ポリエステルが三十八パーセント以上四十
パーセント以下、アクリルが三十パーセント以上四十パーセント以下、ビスコー
スが十六パーセント以上三十五パーセント以下及び弾性糸が三パーセント以
上九パーセント以下のものに限る。）

第六一類の衣類及び附属品
（第六一・一一項の乳児用の
靴下類及び第六一・一五項
の靴下類を除く。）

一一〇 第五四類又は第五五類の人造繊維の織物
第四二〇二・九二号の断熱
加工した飲食料用バッグの
外面

一一一

第五五一六・九一号、第五五一六・九二号、第五五一六・九三号又は第五五
一六・九四号の織物で、漂白し、浸染し若しくはな染したもの又は異なる色の糸
から成るもの（レーヨンが六十パーセント以上七十五パーセント以下、ナイロン
が三十パーセント以上三十五パーセント以下及び弾性糸が一パーセント以上
五パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき二百グラム以上三百
五十グラム以下のものに限る。）

第六二類の衣類

一一二

第五五一三・三一号の異なる色の糸から成る織物（ポリエステルが六十二パー
セント以上六十八パーセント以下及び綿が三十二パーセント以上三十八パー
セント以下のもので、単糸の太さが四十七メートル式番手を超えないものに限
り、かつ、重量が一平方メートルにつき百二十五グラム以上百四十グラム以下
のものに限る。）

第六二〇五・三〇号の男子
用のマイクロチェックのシャツ
（ドレスシャツを除く。）

一一三

第五五一五・一三号、第五五一五・二二号、第五五一五・九九号、第五五一
六・三二号又は第五五一六・三三号の人造繊維の織物で、カードした羊毛が混
紡されたもの（人造短繊維が五十一パーセント以上六十四パーセント以下及び
羊毛、カシミヤやぎの毛若しくはらくだの毛又はこれらの混毛が三十六パーセ
ント以上四十九パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき三百五
十七グラム以上四百八十五グラム以下のものに限る。）

第六二・〇一項又は第六二・
〇二項の男子用及び女子用
のオーバーコート、カーコー
ト、ケープ、クロークその他こ
れらに類するコート

一一四
第五五類の織物（人造繊維が八十五パーセント以下及びコームした羊毛、モヘ
ヤ又はカシミヤやぎ若しくはらくだの毛が十五パーセントを超えないもので、重
量が一平方メートルにつき二百グラム以下のものに限る。）

第六二・〇三項又は第六二・
〇四項の男子用及び女子用
のスーツに類するジャケット
及びズボン（織物製のものに
限る。）

一一五
第五一一一・三〇号の紡毛織物（カードした羊毛が五十一パーセント以下及び
人造短繊維が二十パーセント以上四十九パーセント以下のもので、重量が一
平方メートルにつき四百グラム以下のものに限る。）

第六二・〇一項又は第六二・
〇二項の男子用及び女子用
のオーバーコート、カーコー
ト、ケープ、クロークその他こ
れらに類する製品（織物製の
ものに限る。）



一一六
第五五一五・一三号の人造短繊維の織物で、カードした羊毛が混紡されたもの
（ポリエステル短繊維が五十一パーセント以上五十五パーセント以下及びカー
ドした羊毛が四十五パーセント以上四十九パーセント以下のものに限る。）

第六二・〇一項又は第六二・
〇二項の男子用及び女子用
のオーバーコート、カーコー
ト、ケープ、クロークその他こ
れらに類する製品（織物製の
ものに限る。）

一一七
第五一一一・一九号の織物（カードした羊毛が九十パーセント以下及びカシミ
ヤやぎの毛が十パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき三百四
十グラムを超えるものに限り、手織りのものを除く。）

第六二・〇一項又は第六二・
〇二項の男子用及び女子用
のオーバーコート、カーコー
ト、ケープ、クロークその他こ
れらに類する製品（織物製の
ものに限る。）

一一八

第六〇〇四・一〇号、第六〇〇五・四一号、第六〇〇五・四二号、第六〇〇
五・四三号、第六〇〇五・四四号、第六〇〇六・四一号、第六〇〇六・四二号、
第六〇〇六・四三号又は第六〇〇六・四四号のメリヤス編物（レーヨンが五十
パーセント以上八十四パーセント以下、ポリエステルが十四パーセント以上四
十九パーセント以下及び弾性糸が一パーセント以上十パーセント以下のもの
に限る。）

第六一類の衣類及び附属品
（第六一・一一項の乳児用の
靴下類及び第六一・一五項
の靴下類を除く。）

一一九

第六〇〇四・一〇号、第六〇〇五・三一号、第六〇〇五・三二号、第六〇〇
五・三三号、第六〇〇五・三四号、第六〇〇六・三一号、第六〇〇六・三二号、
第六〇〇六・三三号又は第六〇〇六・三四号のメリヤス編物（ポリエステルが
五十パーセント以上六十五パーセント以下、レーヨンが三十パーセント以上四
十九パーセント以下及び弾性糸が一パーセント以上十パーセント以下のもの
に限る。）

第六一類の衣類及び附属品
（第六一・一一項の乳児用の
靴下類及び第六一・一五項
の靴下類を除く。）

一二〇

第六〇〇四・一〇号、第六〇〇五・四一号、第六〇〇五・四二号、第六〇〇
五・四三号、第六〇〇五・四四号、第六〇〇六・四一号、第六〇〇六・四二号、
第六〇〇六・四三号又は第六〇〇六・四四号のメリヤス編物（レーヨンが九十
パーセント以上九十九パーセント以下及び弾性糸が一パーセント以上十パー
セント以下のものに限る。）

第六一類の衣類及び附属品
（第六一・一一項の乳児用の
靴下類及び第六一・一五項
の靴下類を除く。）

一二一

第六〇〇五・三一号、第六〇〇五・三二号、第六〇〇五・三三号、第六〇〇
五・三四号、第六〇〇六・三一号、第六〇〇六・三二号、第六〇〇六・三三号
又は第六〇〇六・三四号のメリヤス編物（ポリエステルが五十一パーセント以
上六十五パーセント以下及びレーヨンが三十五パーセント以上四十九パーセ
ント以下のものに限る。）

第六一類の衣類及び附属品
（第六第六一類の衣類及び
附属品（第六第六一・一五項
の靴下類を除く。）

一二三
第六〇〇五・四一号、第六〇〇五・四二号、第六〇〇五・四三号、第六〇〇
五・四四号、第六〇〇六・四一号、第六〇〇六・四二号、第六〇〇六・四三号
又は第六〇〇六・四四号のメリヤス編物で、レーヨンが百パーセントのもの

第六一類の衣類及び附属品
（第六一・一一項の乳児用の
靴下類及び第六一・一五項
の靴下類を除く。）

一二四

第五四・〇八項又は第五五・一六項の織物（レーヨンが五十パーセント以上八
十四パーセント以下、ポリエステルが六パーセント以上四十九パーセント以下
及び弾性糸が一パーセント以上十パーセント以下のもので、重量が一平方メー
トルにつき二百二十五グラム未満のものに限る。）

第六二類の衣類



一二五

第五四・〇七項、第五五・一二項又は第五五・一五項の織物（ポリエステルが
五十パーセント以上六十五パーセント以下、レーヨンが三十四パーセント以上
四十九パーセント以下及び弾性糸が一パーセント以上十パーセント以下のも
ので、重量が一平方メートルにつき二百二十五グラム未満のものに限る。）

第六二類の衣類

一二六
第五四・〇八項又は第五五・一六項の織物（レーヨンが九十パーセント以上九
十九パーセント以下及び弾性糸が一パーセント以上十パーセント以下のもの
に限る。）

第六二類の衣類

一二七

第五四・〇八項又は第五五・一六項の織物（レーヨンが五十一パーセント以上
八十五パーセント以下及びポリエステルが十五パーセント以上四十九パーセ
ント以下のもので、重量が一平方メートルにつき二百二十五グラム未満のもの
に限る。）

第六二類の衣類

一二八

第五四・〇七項、第五五・一二項又は第五五・一五項の織物（ポリエステルが
五十一パーセント以上六十五パーセント以下及びレーヨンが三十五パーセント
以上四十九パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき二百二十
五グラム未満のものに限る。）

第六二類の衣類

一二九 第五四・〇八項又は第五五・一六項の織物で、レーヨンが百パーセントのもの 第六二類の衣類

一三〇

第六〇〇四・一〇号又は第六〇〇六・三二号のジャージーのメリヤス編物（ポ
リエステルが四十三パーセント以上四十六パーセント以下、レーヨンが四十三
パーセント以上四十五パーセント以下、亜麻が五パーセント以上九パーセント
以下及び弾性糸が四パーセント以上五パーセント以下のもので、重量が一平
方メートルにつき百二十五グラム以上二百五十グラム以下のものに限り、たて
編みのものを除く。）

第六一・〇五項、第六一・〇
六項、第六一・〇九項、第六
一・一〇項又は第六一・一四
項の上体用衣類

一三一

第六〇〇四・一〇号又は第六〇〇六・三二号のジャージーのメリヤス編物
（レーヨンが三十パーセント以上三十六パーセント以下、アクリルが十九パーセ
ント以上三十五パーセント以下、ポリエステルが二十七パーセント以上三十三
パーセント以下及び弾性糸が三パーセント以上八パーセント以下のもので、重
量が一平方メートルにつき百二十五グラム以上二百五十グラム以下のものに
限り、たて編みのものを除く。）

第六一・〇五項、第六一・〇
六項、第六一・〇九項、第六
一・一〇項又は第六一・一四
項の上体用衣類

一三二

第六〇〇四・一〇号又は第六〇〇六・四二号のジャージーのメリヤス編物
（レーヨンが四十六パーセント以上五十二パーセント以下、リヨセルが二十三
パーセント以上二十九パーセント以下、綿が六パーセント以上十二パーセント
以下及び弾性糸が三パーセント以上八パーセント以下のもので、重量が一平
方メートルにつき百二十五グラム以上二百五十グラム以下のものに限り、たて
編みのものを除く。）

第六一・〇五項、第六一・〇
六項、第六一・〇九項、第六
一・一〇項又は第六一・一四
項の上体用衣類



一三三

第六〇〇四・一〇号又は第六〇〇六・四二号のスラブジャージーの編物（レー
ヨンが九十二パーセント以上九十八パーセント以下、ポリエステルが二パーセ
ント以上三パーセント以下及び弾性糸が二パーセント以上五パーセント以下の
もので、重量が一平方メートルにつき百五十グラム以上二百グラム以下のもの
に限り、たて編みのものを除く。）

第六一・〇四項、第六一・〇
五項、第六一・〇六項、第六
一・〇九項、第六一・一〇項
又は第六一・一四項のシャ
ツ、ブラウス、シングレット、タ
ンクトップその他これらに類
する衣類、プルオーバー、ス
ウェットシャツ、ウエストコート
（ベスト）その他これらに類す
る製品並びにトップス、ドレ
ス、スカート及びキュロットス
カート（メリヤス編みのものに
限る。）

一三四

第六〇〇四・一〇号又は第六〇〇六・四二号のジャージーのメリヤス編物（リ
ヨセルが四十四パーセント以上五十パーセント以下、レーヨンが四十四パーセ
ント以上五十パーセント以下及び弾性糸が三パーセント以上九パーセント以下
のもので、重量が一平方メートルにつき百五十グラム以上二百二十グラム以
下のものに限り、たて編みのものを除く。）

第六一・〇五項、第六一・〇
六項、第六一・〇九項、第六
一・一〇項又は第六一・一四
項の上体用衣類

一三五

第六〇〇六・二二号のスラブジャージーの編物（綿が五十一パーセント以上六
十五パーセント以下及びレーヨンが三十五パーセント以上四十九パーセント以
下のもので、重量が一平方メートルにつき百二十グラム以上二百二十五グラ
ム以下のものに限る。）

第六一・〇五項、第六一・〇
六項、第六一・〇九項、第六
一・一〇項又は第六一・一四
項の上体用衣類

一三六
第五六・〇三項のマイクロファイバースエードで、ポリエステルのもの（ケミカル
ピーチ加工及びケミカルボンド加工が施されたもので、重量が一平方メートル
につき百二十五グラム以上二百五十グラム以下のものに限る。）

一三七
第五三〇九・二九号の織物（亜麻が五十一パーセント以上五十五パーセント以
下及び綿が四十五パーセント以上四十九パーセント以下のもので、重量が一
平方メートルにつき百二十グラム以上二百二十五グラム以下のものに限る。）

第六二類の衣類

一三八

第六〇〇一・一〇号又は第六〇〇一・二二号のシェルパのメリヤス編物で、ボ
ンディング加工したものであり、かつ、ポリエステルが百パーセントのもの（重量
が一平方メートルにつき二百五十グラム以上二百七十五グラム以下のものに
限る。）

一三九

第五一一二・一九号のストレッチ織物で、羊毛製のもの（コームし及び浸染した
羊毛が九十五パーセント以上九十八パーセント以下並びに弾性糸が二パーセ
ント以上五パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき二百二十五
グラム以上三百グラム以下のものに限り、かつ、縦又は横に十五パーセント以
上伸縮するものに限る。）

第六二類の衣類



一四〇

第五一・一二項又は第五五・一五項のストレッチ織物で、羊毛製のもの（コーム
し及び浸染した羊毛が十五パーセント以上五十パーセント以下、ポリエステル
が十五パーセント以上五十パーセント以下並びに弾性糸が二パーセント以上
五パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき二百二十五グラム以
上三百グラム以下のものに限り、かつ、縦又は横に十五パーセント以上伸縮す
るものに限る。）

第六二類の衣類

一四一

第五一・一二項又は第五五・一五項のストレッチ織物で、羊毛製のもの（コーム
し及び浸染した羊毛が十五パーセント以上八十五パーセント以下、ポリエステ
ルが十五パーセント以上八十五パーセント以下並びに弾性糸が二パーセント
以上五パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき二百二十五グラ
ム以上三百グラム以下のものに限り、かつ、縦又は横に十五パーセント以上伸
縮するものに限る。）

第六二・〇四項の女子用の
スーツ、スーツに類するジャ
ケット、ブレザー、ドレス、ス
カート又はズボン

一四二

第五一一二・一一号又は第五一一二・一九号のストレッチ織物で、羊毛製のも
の（コームし及び浸染した羊毛が九十二パーセント以上九十八パーセント以下
並びに弾性糸が二パーセント以上六パーセント以下のもので、重量が一平方
メートルにつき百七十五グラム以上二百二十五グラム以下のものに限り、か
つ、縦又は横に十五パーセント以上伸縮するものに限る。）

第六二類の衣類

一四三

第五一・一二項又は第五五・一五項のストレッチ織物で、羊毛製のもの（コーム
し及び浸染した羊毛が十五パーセント以上五十パーセント以下、ポリエステル
が十五パーセント以上五十パーセント以下並びに弾性糸が二パーセント以上
六パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき百七十五グラム以上
二百二十五グラム以下のものに限り、かつ、縦又は横に十五パーセント以上
伸縮するものに限る。）

第六二類の衣類

一四四

第五一・一二項又は第五五・一五項のストレッチ織物で、羊毛製のもの（コーム
し及び浸染した羊毛が十五パーセント以上八十五パーセント以下、ポリエステ
ルが十五パーセント以上八十五パーセント以下並びに弾性糸が二パーセント
以上六パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき百七十五グラム
以上二百二十五グラム以下のものに限り、かつ、縦又は横に十五パーセント
以上伸縮するものに限る。）

第六二・〇四項の女子用の
衣類

一四五

第五一一二・一一号又は第五一一二・一九号のストレッチ織物で、羊毛製のも
の（コームし及び浸染した羊毛が九十四パーセント以上九十八パーセント以下
並びに弾性糸が二パーセント以上六パーセント以下のもので、重量が一平方
メートルにつき百七十五グラム以上二百二十五グラム以下のものに限り、か
つ、縦又は横に十五パーセント以上伸縮するものに限る。）

第六二類の衣類

一四六

第五一・一二項又は第五五・一五項のストレッチ織物で、羊毛製のもの（コーム
し及び浸染した羊毛が十五パーセント以上五十パーセント以下、ポリエステル
が十五パーセント以上五十パーセント以下並びに弾性糸が二パーセント以上
六パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき百七十五グラム以上
二百二十五グラム以下のものに限り、かつ、縦又は横に十五パーセント以上
伸縮するものに限る。）

第六二類の衣類

一四七

第五一・一二項又は第五五・一五項のストレッチ織物で、羊毛製のもの（コーム
し及び浸染した羊毛が十五パーセント以上八十五パーセント以下、ポリエステ
ルが十五パーセント以上八十五パーセント以下並びに弾性糸が二パーセント
以上六パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき百七十五グラム
以上二百二十五グラム以下のものに限り、かつ、縦又は横に十五パーセント
以上伸縮するものに限る。）

第六二・〇四項の女子用の
衣類



一四八

第五一一二・一一号又は第五一一二・一九号の梳毛織物で、浸染した糸から
成るもの（羊毛、モヘヤ又はカシミヤやぎ若しくはらくだの毛が九十七パーセン
ト以下及び弾性糸が三パーセント以上のもので、重量が一平方メートルにつき
百七十五グラム以上二百七十五グラム以下のものに限り、かつ、縦又は横に
十五パーセント以上伸縮するものに限る。）

第六二類の衣類

一四九

第五一・一二項又は第五五・一五項の梳毛織物で、浸染した糸から成るもの
（羊毛、モヘヤ又はカシミヤやぎ若しくはらくだの毛が十五パーセント以上八十
五パーセント以下、ポリエステルが十五パーセント以上八十五パーセント以下
及び弾性糸が二パーセント以上五パーセント以下のもので、重量が一平方メー
トルにつき百七十五グラム以上二百七十五グラム以下のものに限り、かつ、縦
又は横に十五パーセント以上伸縮するものに限る。）

第六二・〇四項の女子用の
スーツ、スーツに類するジャ
ケット、ブレザー、ドレス、ス
カート又はズボン

一五〇
第五二・〇八項のフランネル綿織物で、片面又は両面を起毛させたもの（綿が
八十五パーセント以上のもので、重量が一平方メートルにつき二百グラム未満
のものに限る。）

第六二類の衣類

一五一

第五五一六・九二号の浸染した織物（レーヨンが六十パーセント以上七十五
パーセント以下、ナイロンが三十パーセント以上三十五パーセント以下及び弾
性糸が一パーセント以上五パーセント以下のもので、重量が一平方メートルに
つき二百グラム以上三百五十グラム以下のものに限る。）

一五二

第五五一六・九四号のな染した織物（レーヨンが六十パーセント以上七十五
パーセント以下、ナイロンが三十パーセント以上三十五パーセント以下及び弾
性糸が一パーセント以上五パーセント以下のもので、重量が一平方メートルに
つき二百グラム以上三百五十グラム以下のものに限る。）

一五三

第五五一六・九三号の異なる色の糸から成る織物（レーヨンが六十パーセント
以上七十五パーセント以下、ナイロンが三十パーセント以上三十五パーセント
以下及び弾性糸が一パーセント以上五パーセント以下のもので、重量が一平
方メートルにつき二百グラム以上三百五十グラム以下のものに限る。）

一五四

第五五一五・一一号の織物（ポリエステルが五十三パーセント以上六十五パー
セント以下、ビスコースレーヨンが二十五パーセント以上三十五パーセント以下
及び羊毛が十五パーセント以上二十パーセント以下のもので、重量が一平方
メートルにつき百五十グラム以上三百グラム以下のものに限る。）

一五五
第五〇類の絹の繊維、糸及び織物（第六二類の類注４に規定する着物又は帯
の生産に使用する織物を除く。）



一五六 第五三類の植物性紡織用繊維及びその糸並びに織物（綿のものを除く。）

一五七
第六〇・〇四項から第六〇・〇六項までの各項のメリヤス編物（絹が五十一
パーセント以上のものに限る。）

第六一類の衣類

一五八
第六〇・〇四項から第六〇・〇六項までの各項のメリヤス編物（亜麻が五十一
パーセント以上のものに限る。）

第六一類の衣類

一五九
第五〇類の織物（絹が五十一パーセント以上のものに限り、第六二類の類注４
に規定する着物又は帯の生産に使用する織物を除く。）

第六二類の衣類

一六〇 第五三類の織物（亜麻が五十一パーセント以上のものに限る。） 第六二類の衣類

一六一
第五四〇二・三一号、第五四〇二・五一号又は第五四〇二・六一号の糸（ナイ
ロンタイプ六及びナイロンタイプ六・六のもので、太さが十一デニールより細い
ものに限る。）

一六二
第五六〇三・一一号又は第五六〇三・一二号のサーマルボンド不織布（重量
が一平方メートルにつき二十グラムを超えるもので四十グラム以下のものに限
る。）

一六三
第五六〇三・一二号のスパンボンド不織布（重量が一平方メートルにつき三十
グラムを超えるもので五十五グラム以下のものに限る。）



一六四
第五六〇三・一一号又は第五六〇三・一二号のスパンレース不織布（重量が
一平方メートルにつき二十グラムを超えるもので五十グラム以下のものに限
る。）

一六五
第五六〇三・一三号又は第五六〇三・一四号のスパンボンド不織布で、オレ
フィンから成るもの（重量が一平方メートルにつき百四十グラムを超えるもので
百六十五グラム以下のものに限る。）

一六六
第六〇・〇六項のメリヤス編物（リヨセルが六十四パーセント、ポリエステルが
三十三パーセント及び弾性糸が三パーセントのもので、重量が一平方メートル
につき二百十グラム以下のものに限る。）

第六一類の衣類（メリヤス編
みのものに限る。）

一六七
第六〇・〇六項のシングルニット又はダブルニットの織物で、浸染し又はな染し
たもの（リヨセルが百パーセントのもので、重量が一平方メートルにつき二百五
十グラム以下のものに限る。）

第六一類の衣類（メリヤス編
みのものに限る。）

一六八

第六〇・〇四項のシングルニット又はダブルニットの織物で、浸染し又はな染し
たもの（リヨセルが八十パーセント以上九十五パーセント以下及び弾性糸が五
パーセント以上二十パーセント以下のもので、重量が一平方メートルにつき三
百グラム以下のものに限る。）

第六一類の衣類（メリヤス編
みのものに限る。）

一六九
第五八〇四・二一号、第五八〇四・二九号又は第五八〇四・三〇号の機械製
及び手製のレース

第六一類又は第六二類の女
子用の衣類

一七〇
第五五一二・二一号又は第五五一二・二九号の織物で、アクリル繊維が百
パーセントのもの（単糸のメートル式番手の平均が五十五を超えるものに限
る。）

第六二類の衣類

一七一
第五五一三・一一号又は第五五一三・二一号のバティスト織物（正方形の組織
及びメートル式番手が七十六を超える単糸から成るもので、重量が一平方メー
トルにつき百グラム以下のものに限る。）

第六二類の衣類



一七二
第五五一〇・一一号、第五五一〇・一二号又は第五五一〇・三〇号の紡績糸
（レーヨンが五十パーセント以上八十五パーセント以下及び綿が十五パーセン
ト以上五十パーセント以下のものに限り、小売用にしたものを除く。）

一七三
第五四〇三・三三号の再生繊維又は半合成繊維の長繊維の単糸で、セルロー
スアセテートのもの（縫糸及び小売用にしたものを除く。）

一七四
第五五一〇・九〇号の再生繊維又は半合成繊維の短繊維の紡績糸（ビスコー
スレーヨンが六十五パーセント以上及びナイロンが三十五パーセント以下のも
のに限る。）

第六一一〇・一一号の上体
用衣類

一七五
第五一一二・九〇号の織物（コームした羊毛を五十一パーセント以上及び亜麻
を三十パーセント以上含有する羊毛糸から製造されるものに限る。）

第六二類の衣類

一七六
第五一一二・三〇号の織物（コームした羊毛を五十一パーセント以上及びビス
コースレーヨンを三十五パーセント以上含有する糸から製造されるものに限
る。）

第六二類の衣類

一七七
第五四・〇八項の織物（ビスコースレーヨンを五十一パーセント以上及びコーム
した羊毛を三十パーセント以上含有する糸から製造されるものに限る。）

第六二類の衣類

一七八
第五一〇六・一〇号又は第五一〇七・一〇号の紡毛糸又は梳毛糸で、羊毛が
百パーセントのもの

第六二・一六項の織物製の
手袋又はミトンで、羊毛製の
もの（プラスチック又はゴムを
染み込ませ、塗布し又は被
覆したものを除く。）

一七九

第六〇・〇二項から第六〇・〇六項までの各項のメリヤス編物（ポリエステル
が三十パーセント以上四十パーセント以下、アクリルが二十五パーセント以上
三十五パーセント以下、レーヨンが三十パーセント以上四十パーセント以下及
びポリウレタンが二パーセント以上九パーセント以下のものに限る。）

第六一〇九・九〇号の肌着



一八〇
第五一〇八・一〇号又は第五一〇八・二〇号の糸で、モヘヤ又はアンゴラうさ
ぎの毛のもの

一八一
第五五一六・九二号又は第五五一六・九四号の織物（レーヨンが六十パーセン
ト以上八十四パーセント以下及び絹が十六パーセント以上四十パーセント以下
のものに限る。）

一八二
第五五〇九・六九号の紡績糸（アクリルが五十一パーセントを超えるものに限
り、生機及び漂白した繊維から成るもの並びに縫糸及び小売用にしたものを除
く。）

第六一一〇・三〇号のセー
ター、プルオーバー、スウェッ
トシャツ、ウエストコート（ベス
ト）その他これらに類する製
品

一八三
第五五一〇・一二号のマルチプルヤーン又はケーブルヤーン（レーヨンが八十
六パーセント以上九十六パーセント以下及び絹が四パーセント以上十パーセ
ント以下のものに限り、縫糸及び小売用にしたものを除く。）

第六一一〇・三〇号の女子
用のセーター、プルオー
バー、スウェットシャツ、ウエ
ストコート（ベスト）その他こ
れらに類する製品

一八四

第六〇〇一・一〇号、第六〇〇一・二二号、第六〇〇一・九二号、第六〇・〇
二項、第六〇〇三・三〇号、第六〇・〇四項、第六〇〇五・三一号から第六〇
〇五・三四号までの各号又は第六〇〇六・三一号のメリヤス編物で、ポリプロ
ピレンが百パーセントのもの

第六一一〇・三〇号のセー
ター、プルオーバー、スウェッ
トシャツ、ベストその他これら
に類する製品

一八五 第五四〇四・一二号の単繊維で、ポリプロピレンのもの

一八六
第五五一〇・一二号、第五五一〇・二〇号、第五五一〇・三〇号又は第五五
一〇・九〇号の再生繊維又は半合成繊維の短繊維の紡績糸で、マルチプル
ヤーン又はケーブルヤーンのもの（縫糸及び小売用にしたものを除く。）

衣類用のししゅう

一八七

第五一〇七・一〇号の梳毛糸（コームした羊毛が九十五パーセント以上百パー
セント以下のもので、繊維の直径が平均で十九ミクロン以下のものに限り、か
つ、カシミヤやぎ、アンゴラうさぎ若しくはらくだの毛、モヘヤ又は第五三類の繊
維が五パーセント以下のものに限る。）

第六一一〇・一一号のセー
ター、プルオーバー、スウェッ
トシャツ、ウエストコート（ベス
ト）その他これらに類する製
品
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ANNEX 4-A 

APPENDIX 1 

SHORT SUPPLY LIST OF PRODUCTS 

Temporary:  Products will be removed from the Short Supply List five years 

after the date of entry into force of this Agreement in accordance with Article 

4.2.9 (Rules of Origin and Related Matters). 

Product 

Number 

Short Supply Item Description End Use Requirement 

(If Applicable) 

1 100 per cent polyester crushed panne 

velour fabric of circular knit construction, 

of subheading 6001.92, weighing 271 

grams per square metre (g/m
2
) or less

2 100 per cent polyester microfibre twill, 

weighing 170 to 237 g/m
2
, chemically

peached, of subheading 5407.52 or 

5407.61 

Woven trousers, shorts 

or skirts of heading 

62.03 or 62.04 

3 100 per cent nylon woven twill fabric, of 

heading 54.07, 70 denier x 160 denier, 155 

x 90 yarns per square inch, weighing 115 

g/m
2

Men’s trousers, other 

than water resistant, of 

subheading 6203.43 

4 Bonded fabric, of heading 60.01, 

consisting of a plain woven face of 82 to 

88 per cent nylon, 12 to 18 per cent 

elastomeric, and a brushed fleece back 

fabric of 100 per cent polyester, weighing 

254 to 326 g/m
2
, treated for water

resistance such that, under a head pressure 

of 600 millimetres, not more than 1.0 gram 

of water penetrates after two minutes when 

tested in accordance with American 

Association of Textile Chemists and 

Colorists (AATCC) Test Method 35 

Men’s and women’s 

water-resistant garments 

of chapter 61 

5 100 per cent polyester, dobby weave or 

poplin fabric, of heading 54.07, weighing  

67 to 78 g/m
2
,  treated for water resistance

such that, under a head pressure of 600 

millimetres, not more than 1.0 gram of 

water penetrates after two minutes when 

tested in accordance with AATCC Test 

Method 35 

Women’s and girls’ 

water-resistant insulated 

outerwear of 

subheading 6202.13 or 

6202.93 
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6 Yarns of cotton fibres, not put up for retail 

sale, of heading 52.06, containing over 50 

per cent of cotton fibres and containing at 

least 35 per cent of acrylic fibres, not to 

include yarn count 67 metric number (nm) 

or finer for single yarn or of count 135 nm 

or finer per ply for multiple yarns 

Garments and 

accessories of chapter 

61, except for babies’ 

socks, booties and 

hosiery of heading 

61.11 and hosiery of 

heading 61.15 

7 Polyester woven fabrics of staple or 

filament yarns, of chapter 54 or 55, 

containing 3 to 21 per cent chlorine-

resistant elastomeric yarns 

Woven swimwear of 

subheading 6211.11 or 

6211.12 

8 Polyester fabrics of staple or filament 

yarns, of chapter 54 or 55, treated for 

water resistance such that, under a head 

pressure of 600 millimetres, not more than 

1.0 gram of water penetrates after two 

minutes when tested in accordance with 

AATCC Test Method 35 

Woven swimwear of 

subheading 6211.11 or 

6211.12 



ANNEX 4-A – APPENDIX 1 – 3 

Permanent 

Product 

Number 

Short Supply Item Description End Use Requirement 

(If Applicable) 

9 Yarn of combed Kashmir (cashmere) 

goats, not put up for retail sale, of 

subheading 5108.20 

10 Yarn of combed camel hair, not put up 

for retail sale, of subheading 5108.20 

11 Yarn of carded Kashmir (cashmere) 

goats, not put up for retail sale, of 

subheading 5108.10  

12 Yarn of carded camel hair, not put up for 

retail sale, of subheading 5108.10 

13 Velveteen fabrics of subheading 5801.23 

14 Cut pile corduroy fabrics of subheading 

5801.22, containing 85 per cent or more 

of cotton 

15 Fabrics of subheading 5111.11 or 

5111.19, hand-woven, with a loom width 

of less than 76 centimetres, woven in the 

United Kingdom in accordance with the 

rules and regulations of the Harris Tweed 

Authority, and so certified by the 

Authority  

16 Fabrics of chapter 55, weighing not more 

than 340 g/m
2
, containing not more than

15 per cent of wool, mohair, cashmere or 

camel hair and not less than 15 per cent 

of man-made staple fibres 

Garments of chapter 62 

17 Woven fabrics of subheading 5112.90, of 

combed wool, mohair, Kashmir 

(cashmere) goats or camel hair containing 

30 per cent or more of silk 

Garments of chapter 62 

18 Woven fabrics, not including denim, of 

subheading 5209.41, of 85 per cent or 

more of cotton, weighing more than 240 

g/m
2
, of yarns of different colours (shall

not include fabrics containing yarns of 

count 67 metric number (nm) or finer for 

single yarn, or of yarn count 135 metric 

number (nm) or finer per ply for multiple 
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yarns) 

19 Dyed or white woven fabric of artificial 

filament yarn of subheading 5408.21, 

5408.22, 5408.31 or 5408.32  

Garments of chapter 62 

20 Chenille fabrics of subheading 5801.26 

or 5801.36  

Garments of chapter 62 

21 100 per cent man-made fibre woven 

fabric, coating polyurethane (PU) 600-

1500 millimetres, weighing 92 to 475 

g/m
2
, of subheading 5903.20 

Textile bags of 

subheading 4202.12, 

4202.22, 4202.32 or 

4202.92  

22 100 per cent man-made fibre knit fabric, 

other than velour, of subheading 6001.92, 

weighing 107 to 375 g/m
2
  

Textile bags of 

subheading 4202.12, 

4202.22, 4202.32 or 

4202.92  

23 100 per cent dyed man-made fibre knit 

fabric, other than of double knit or 

interlock construction, of subheading 

6006.32, weighing 107 to 375 g/m
2
 

Textile bags of 

subheading 4202.12, 

4202.22, 4202.32 or 

4202.92  

24 100 per cent dyed man-made fibre knit 

fabric, other than of double knit or 

interlock construction, of subheading 

6006.32, laminated or coated with 

polyurethane (PU), weighing 107 to 375 

g/m
2
 

Textile bags of 

subheading 4202.12, 

4202.22, 4202.32 or 

4202.92  

25 100 per cent rayon challis fabric of 

heading 54.08, weighing 68 to 153 g/m
2
.  

Challis is a very soft, lightweight, plain-

weave fabric. 

Garments and 

accessories of chapter 

62 

26 Velour fabric of subheading 6001.91, of 

70 to 83 per cent cotton and 17 to 30 per 

cent polyester, weighing 200 to 275 g/m
2
 

Garments and 

accessories of chapter 

61 

27 Yarn of nylon staple fibre, not put up for 

retail sale, of subheading 5509.99, of 51 

to 68 per cent nylon fibres, 33 to 47 per 

cent rayon fibres and 2 to 10 per cent 

elastomeric fibres  

Garments and 

accessories of chapter 

61, except for babies’ 

socks, booties and 

hosiery of heading 

61.11 and hosiery of 

heading 61.15 

28 Woven fabric of subheading 5515.99 

made of yarn of nylon staple fibre, not 

put up for retail sale, of 51 to 68 per cent 

nylon fibres, 33 to 47 per cent rayon 

fibres, and 2 to 10 per cent elastomeric 

fibres 

Garments and 

accessories of chapter 

62 
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29 Yarn of nylon staple fibre, not put up for 

retail sale, of subheading 5509.99, of 51 

to 65 per cent nylon fibres and 35 to 49 

per cent rayon fibres  

Garments and 

accessories of chapter 

61, except for babies’ 

socks, booties and 

hosiery of heading 

61.11 and hosiery of 

heading 61.15 

30 Fabric of subheading 5515.99 made of 

yarn of nylon staple fibre, not put up for 

retail sale, of 51 to 65 per cent nylon 

fibres and 35 to 49 per cent rayon fibres 

Garments and 

accessories of chapter 

62 

31 Yarn of man-made staple fibre of 

subheading 5509.69, not put for retail 

sale, of 38 to 42 per cent rayon fibres, 38 

to 42 per cent acrylic fibres, and 16 to 24 

per cent polyester fibres  

Garments and 

accessories of chapter 

61, except for babies’ 

socks, booties and 

hosiery of heading 

61.11 and hosiery of 

heading 61.15 

32 Fabric of subheading 5515.99 of yarn of 

man-made staple fibre, of 38 to 42 per 

cent rayon fibres, 38 to 42 per cent 

acrylic fibres, and 16 to 24 per cent 

polyester fibres 

Garments and 

accessories of chapter 

62 

33 Woven jacquard fabrics of rayon staple 

fibres, of subheading 5516.13 or 5516.23, 

weighing 375 g/m
2
 or less 

Garments and 

accessories of chapter 

62 

34 Carded wool blend fabrics of at least 50 

per cent polyester staple fibres, 

containing no less than 20 per cent carded 

wool, and no more than 49 per cent 

carded wool, and containing up to 8 per 

cent of other fibres, of subheading 

5515.13, weighing 200 to 400 g/m
2
 

Men’s, women’s and 

children’s outerwear of 

heading 62.01 or 62.02 

and babies’ garments of 

6209.30, similar to 

garments of heading 

62.01 or 62.02 

35 Carded wool blend fabrics of no more 

than 50 per cent carded wool fibres and 

no less than 35 per cent man-made fibres 

of heading 51.11, weighing 200 to 400 

g/m
2
 

Men’s, women’s and 

children’s outerwear of 

heading 62.01 or 62.02 

and babies’ garments of 

6209.90, similar to 

garments of heading 

62.01 or 62.02 

36 Carded wool blend fabrics containing no 

less than 50 per cent nylon staple fibres, 

containing 20 to 49 per cent carded wool, 

and containing up to 8 per cent of other 

fibres, of subheading 5515.99, weighing 

200 to 400 g/m
2
 

Men’s, women's and 

children’s outerwear of 

heading 62.01 and 

62.02 and babies’ 

garments of 6209.30, 

similar to garments of 
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heading 62.01 or 62.02 

37 Carded wool blend fabrics containing at 

least 50 per cent acrylic or modacrylic 

staple fibres, containing no less than 20 

per cent carded wool, but no more than 

49 per cent carded wool and containing 

up to 8 per cent of other fibres, of 

subheading 5515.22, weighing 200 to 400 

g/m
2
  

Men’s, women’s and 

children’s outerwear of 

heading 62.01 or 62.02 

and babies’ garments of 

6209.30, similar to 

garments of heading 

62.01 or 62.02 

38 100 per cent polyester chiffon fabrics of 

heading 54.07, weighing not more than 

170 g/m
2
.  Chiffon fabric is a plain 

weave, lightweight, sheer, transparent 

fabric made from fine, highly twisted 

yarns, usually a square fabric with 

approximately the same number of ends 

and picks and the same count in both 

warp and filling. 

 

39 Knit artificial furs (long pile fabrics) of 

subheading 6001.10 in which the pile 

fabric is composed of 50  per cent or 

more acrylic or modacrylic fibres, 

containing up to 35 per cent polyester 

fibres, regardless of fibre content of 

ground fabric  

Goods  of chapter 61, 

62 or 63 

40 Knit artificial furs (long pile fabrics) of 

subheading 6001.10 in which the pile 

fabric is composed of 50 per cent or more 

acetate fibres and containing up to 35 per 

cent polyester fibres, regardless of fibre 

content of ground fabric 

Goods of chapter 61, 62 

or 63 

41 Woven fabrics of cotton, containing 35 to 

49 per cent of vegetable fibres of chapter 

53, of heading 52.12 

Garments of chapter 61 

or 62 

42 Woven fabrics of man-made staple fibres, 

containing 35 to 49 per cent of vegetable 

fibres of chapter 53, of heading 55.15 or 

55.16 

Garments of chapter 61 

or 62 

43 Woven fabrics of cotton, containing no 

less than 30 per cent of vegetable fibres 

of chapter 53 and containing no less than 

5 per cent of elastomeric fibres, of 

heading 52.12 

Garments of chapter 61 

or 62 
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44 Woven fabrics of man-made staple fibres, 

containing no less than 30 per cent of 

vegetable fibres of chapter 53 and 

containing no less than 5 per cent of 

elastomeric fibres, of heading 55.15 or 

55.16 

Garments of chapter 61 

or 62 

45 Knit fabrics of heading 60.04 through 

60.06, of 51 to 65 per cent of man-made 

staple fibres, 35 to 49 per cent of 

vegetable fibres of chapter 53, and may 

contain 5 per cent or more of elastomeric 

yarn or rubber thread 

Garments of chapter 61 

46 Knit fabrics of heading 60.04 through 

60.06, of 51 to 65 per cent of cotton 

fibres, 35 to 49 per cent of vegetable 

fibres of chapter 53, and may contain 5 

per cent or more elastomeric yarn or 

rubber thread 

Garments of chapter 61 

47 Knit fabrics of heading 60.04, of at least 

30 per cent of vegetable fibres of chapter 

53, containing up to 65 per cent of 

polyester, and 5 per cent or more of 

elastomeric yarn or rubber thread 

Garments and 

accessories of chapter 

61 

48 Knit fabrics of heading 60.04, of at least 

30 per cent of vegetable fibres of chapter 

53, containing up to 65 per cent of cotton, 

and 5 per cent or more of elastomeric 

yarn or rubber thread 

Garments and 

accessories of chapter 

61 

49 Chenille yarns of subheading 5606.00  Women’s and girls’ 

upper body garments of 

heading 61.06, 61.09 or 

61.10 

50 Stretch woven fabric of heading 55.15, of 

51 to 65 per cent polyester, 34 to 49 per 

cent rayon, and 1 to 6 per cent 

elastomeric yarns, weighing 180 to 300 

g/m
2
 

Trousers, bib and brace 

overalls, shorts, skirts 

and divided skirts of 

heading 62.03, 62.04 or 

62.09 

51 Stretch denim fabric of 55 to 61 per cent 

ramie, 23 to 29 per cent cotton, 16 to 22 

per cent polyester, and 1 to 3 per cent 

elastomeric, of heading 53.11, weighing 

272 to 400 g/m
2
 before wash or 222 to 

400 g/m
2
 after wash  

Trousers, bib and brace 

overalls, shorts, skirts 

and divided skirts of 

heading 62.03, 62.04 or 

62.09 

52 100 per cent polyester microfibre satin 

fabric of heading 54.07, chemically 

peached, with Ultraviolet Protection 

Factor (UPF) treatment, weighing 135 to 

Shorts of heading 

62.03, 62.04 or 62.09 
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220 g/m
2
 

53 Cotton flannel fabrics of heading 52.08 or 

52.10, either wholly of cotton or 

containing at least 60 per cent cotton and 

containing up to 40 per cent of polyester, 

weighing not more than 200 g/m
2
 

 

54 Artificial filament yarn (other than 

sewing thread), not put up for retail sale, 

of viscose rayon, of subheading 5403.10, 

5403.31, 5403.32 or 5403.41 

 

55 Viscose rayon filament tow of heading 

55.02 

 

56 Acrylic or modacrylic staple fibres; not 

carded, combed or otherwise processed 

for spinning; of subheading 5501.30 or 

5503.30; excluding greige or bleached 

fibres, polyacrylonitrile (PAN) precursor 

for carbon fibre production, and undyed 

fibre or gel dyed fibres for use in acrylic 

yarns put up for retail sale  

 

57 Viscose rayon staple fibres, not carded, 

combed, or otherwise processed for 

spinning, of subheading 5504.10 

 

58 Acrylic or modacrylic staple fibres, 

carded, combed or otherwise processed 

for spinning, of subheading  5501.30 or 

5506.30, excluding greige or bleached 

fibres, polyacrylonitrile (PAN) precursor 

for carbon fibre production, and undyed 

fibre or gel dyed fibres for use in acrylic 

yarns put up for retail sale 

 

59 Flannel fabrics of subheading 5208.41 or 

5208.43, of 85 per cent or more of cotton, 

of yarns of different colours, weighing 

less than 200 g/m
2
 

Garments of chapter 62 

60 Yarns of cotton fibres, not put up for 

retail sale, of heading 52.06, containing 

51 to 65 per cent cotton fibres and 35 to 

49 per cent rayon fibres 

Garments and 

accessories of chapter 

61 and 62 except for 

babies’ socks, booties 

and hosiery of 61.11 

and hosiery of 61.15 

61 Breathable waterproof laminated 100 per 

cent synthetic fibre woven fabric, with 

durable water repellant (DWR) finish; of 

heading 54.07 or 55.12, or subheading 

5903.20 or 5903.90; performing to 5,000 

Men’s or boys’, 

women’s or girls’ 

coats, anoraks 

(including ski-jackets), 

windbreakers and 
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millimetres hydrostatic pressure test 

(International Organization for 

Standardization (ISO) 811) and moisture 

vapour transfer result of max 60 

resistance evaporation transmission 

(RET) (ISO  11092); fabric laminated to 

a breathable waterproof membrane of 

either Hydrophilic Monolithic or 

Hydrophobic Polyurethane membrane or 

polytetrafluoroethylene (PTFE); treated 

with a DWR finish.  Product may contain 

a third layer as a lining laminated to 

waterproof membrane. 

similar articles, men’s 

or boys’, women’s or 

girls’ pants, vests, other 

than padded or 

insulated vests, of 

heading 62.01, 62.02, 

62.03, 62.04 or 62.10 

62 Breathable waterproof laminated 100 per 

cent synthetic fibre woven fabric, of 

subheading 54.07, 55.12, 5903.20 or 

5903.90, with DWR finish; performing to 

5,000 millimetres hydrostatic pressure 

test (ISO 811) and Moisture vapor 

transfer result of max 60RET (ISO 

11092).  Fabric laminated to a breathable 

waterproof membrane of either 

Hydrophilic Monolithic or Hydrophobic 

Polyurethane membrane or PTFE; treated 

with a DWR finish. Product may contain 

a third layer as a lining laminated to 

waterproof membrane.  

Sport gloves of heading 

62.16, excluding ice 

hockey and field 

hockey gloves 

63 Breathable waterproof laminated 100 per 

cent synthetic fibre knit fabric with DWR 

finish; performing to 5,000 millimetres 

hydrostatic pressure test (ISO 811) and 

moisture vapour transfer result of max 

60RET (ISO 11092); of subheading 

5903.20, 5903.90, 60.05 or 60.06.  Fabric 

laminated to a breathable waterproof 

membrane of either Hydrophilic 

Monolithic or Hydrophobic Polyurethane 

membrane or PTFE; treated with a DWR 

finish.  Product may contain a third layer 

as a lining laminated to waterproof 

membrane.  

Men’s, boys, women’s, 

girls’ coats, anoraks, 

windbreakers and 

similar articles, men’s, 

boys’, women’s, girls’ 

pants of heading 61.01, 

61.02, 61.03, 61.04 or 

61.13   

64 Breathable waterproof laminated 100 per 

cent synthetic fibre knit fabric with DWR 

finish; performing to 5,000 millimetres 

hydrostatic pressure test (ISO 811) and 

moisture vapour transfer result of max 

60RET (ISO 11092); of subheading 

Gloves of heading 

61.16 
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5903.20 or 5903.90, or heading 60.05 or 

60.06.  Fabric laminated to a breathable 

waterproof membrane of either 

Hydrophilic Monolithic or Hydrophobic 

Polyurethane membrane or PTFE; treated 

with a DWR finish.  Product may contain 

a third layer as a lining laminated to 

waterproof membrane. 

65 Plain weave 4 way stretch fabric, 

weighing 135 to 200 g/m
2
, of 85 to 98 per 

cent polyester, 2 to 15 per cent 

elastomeric yarn, of subheading 5512.19 

Garments of chapter 62 

66 Cotton woven fabric, of subheading 

5208.21, 5208.22, 5208.23, 5208.29, 

5208.31, 5208.32, 5208.33, 5208.39, 

5208.41, 5208.42, 5208.43, 5208.49, 

5210.21, 5210.29, 5210.31, 5210.32, 

5210.39, 5210.41 or 5210.49; bleached, 

dyed or of yarns of different colours; 

weighing not more than 200 g/m
2
; of yarn 

count 67 nm or finer for single yarn or of 

yarn count 135 nm or finer per ply for 

multiple yarns (with the exception of 

interlining materials). The fabric for the 

collar, cuffs and chest pocket may be of 

“like” fabric.  For the purposes of this 

provision, “like” fabric is fabric which 

also meets the above criteria for 

construction and fibre content but differs 

in its colour or colour pattern from the 

fabric of the outershell.  

 

Shirts and blouses means those that have 

a top-stitched collar (whether or not 

button down) and a full front, button 

opening.  If long sleeves, shall have 

either button cuff or fold-over cuffs that 

would require cuff-links or other closure 

device.  Men’s or boys’ shirts shall be 

either long or short-sleeved, women’s or 

girls’ shirts or blouses shall be either long 

or short sleeved or sleeveless.  Shirts or 

blouses may have one chest pocket, no 

other pockets are allowed.  The garment 

shall not have knit collars, knit cuffs, knit 

waistbands or any means of tightening at 

the bottom.  No lining shall be present. 

Men’s and boys’ dress 

shirts of subheading 

6205.20 and women’s 

and girls’ blouses of 

subheading 6206.30 
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The term lining does not include 

interlining or double layers of fabric 

required for cuffs, collars, plackets, 

yokes, pockets or embroidery.  Shirts and 

blouses may have a back yoke, but no 

front yoke.  Shirts and blouses shall be 

appropriate for wearing under a suit, suit-

type jacket or blazer.  Embroidered logo 

or initials are permitted on the chest, 

chest pocket, collar or cuffs. 

67 100 per cent rayon woven fabric, 

weighing more than 200 g/m
2
, printed, of 

subheading 5516.14 

 

68 Knit fleece fabric of subheading 6001.22, 

of 67 to 73 per cent acrylic and 27 to 33 

per cent viscose, weighing 200 to 280 

g/m
2
 

Sweaters, pullovers, 

sweatshirts and 

waistcoats and similar 

articles of subheading 

6110.30 

69 Jersey knit fabric of heading 60.04, of 31 

to 37 per cent acrylic, 15 to 21 per cent 

viscose, 35 to 41 per cent polyester, and 7 

to 13 per cent elastomeric, weighing 125 

to 180 g/m
2
 

Garments of chapter 61 

70 Dyed knit fabric of subheading 6006.32, 

of 52 to 58 per cent nylon, 27 to 33 per 

cent wool, and 12 to 18 per cent acrylic 

Sweaters, pullovers, 

sweatshirts, vests and 

similar articles of 

subheading 6110.30 

71 Dyed knit fabric of subheading 6006.32, 

of 42 to 48 per cent nylon, 37 to 43 per 

cent viscose, and 12 to 18 per cent wool 

Sweaters, pullovers, 

sweatshirts, vests and 

similar articles of 

subheading 6110.30 

72 Dyed knit fabric of subheading 6006.32, 

of 41 to 47 per cent nylon, 18 to 24 per 

cent wool, 18 to 24 per cent acrylic, and 

11 to 17 per cent mohair 

Sweaters, pullovers, 

sweatshirts, vests and 

similar articles, of 

subheading 6110.30 

73 Dyed knit fabric of subheading 6006.22 

or 6006.32, of 50 to 56 cotton, 34 to 40 

per cent acrylic, and 7 to 13 per cent 

polyester 

Sweaters, pullovers, 

sweatshirts, vests and 

similar articles of 

heading 61.10 

74 Knit fabric of 35 to 41 per cent polyester, 

32 to 38 per cent acrylic, 15 to 21 per 

cent viscose and 6 to 11 per cent 

elastomeric, of heading 60.04 

Garments of chapter 61 
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75 Woven jacquard fabric of subheading 

5208.49, 5209.49, 5210.49 or 5211.49, of 

yarns of different colours, of chief weight 

cotton 

Apparel of chapter 62 

76 Dyed knit fabric of subheading 6006.22, 

of 51 to 60 per cent cotton, 30 to 40 per 

cent rayon, and 4 to 10 per cent nylon 

Garments of chapter 61 

77 Rayon knit fabric, not containing any 

flame-retardant rayon fibres, of 

subheading 6006.42, weighing 125 to 225 

g/m
2
 

 

78 Raschel warp knit fabric, of micro-fibre 

(less than 1.0 denier per filament (dpf)) 

man-made fibre yarns, of subheading 

6005.32, weighing 90 to 240 g/m
2
, with 

“zoned G” venting. “Zoned G” venting 

means engineered patterns with areas of 

open holes (could vary in size) as well as 

solid areas with no visible open holes.  

The areas of open holes shall not be 

linear stripes.  

Men’s, boys’, 

women’s, girls’ tops, 

trousers and shorts of 

chapter 61. “Tops” in 

this provision includes: 

shirts and blouses of 

heading 61.05 and 

61.06, T-shirts, 

singlets, tank tops and 

similar garments of 

heading 61.09, 

pullovers and similar 

garments of heading 

61.10, tops of heading 

61.14, and other 

garments of heading 

61.14 similar to the 

garments listed herein.  

79 Circular knit fabric of subheading 

6006.22, 6006.23, 6006.24, 6006.32, 

6006.33 or 6006.34, made with tri-blend 

yarn of polyester (5 to 60 per cent), 

cotton (5 to 60 per cent), and rayon (35 to 

90 per cent), weighing up to 250 g/m
2
 

Men’s, boys’, 

women’s, girls’ tops, 

trousers and shorts of 

chapter 61. “Tops” in 

this provision includes  

shirts and blouses of 

heading 61.05 and 

61.06, T-shirts, 

singlets, tank tops and 

similar garments of 

heading 61.09, 

pullovers and similar 

garments of heading 

61.10, tops of heading 

61.14, and other 

garments of heading 

61.14 similar to the 

garments listed herein. 
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80 Double weave fabric of subheading 

5407.10, of 66 to 72 per cent nylon, 19 to 

25 per cent polyester, and 6 to 12 per cent 

elastomeric, weighing 200 to 250 g/m
2
, 

treated for water resistance such that, 

under a head pressure of 600 millimetres, 

not more than 1.0 gram of water 

penetrates after two minutes when tested 

in accordance with AATCC Test Method 

35 

Men’s water-resistant 

jackets of subheading 

6201.93 

81 Woven synthetic fibre fabric with 

breathable, waterproof coating, with 

DWR finish, of heading 54.07 , 55.12 or 

59.03; performing to 5,000 millimetres 

hydrostatic pressure test (ISO 811) and 

moisture vapour transfer result of max 

60RET (ISO 11092); with critical seams 

sealed.  Fabric coated with waterproof 

and breathable coating, treated with a 

DWR finish.  Product may contain a third 

layer as a lining bonded to coating.  

Product seams are “seam sealed”.  

Garments are highly constructed. 

Men’s, boys’, women’s 

or girls’ outerwear 

including jackets and 

trousers, and similar 

articles, of chapter 62 

82 100 per cent woven wool fabric, of 

subheading 5111.11 or 5111.19, 

weighing 285 to 315 g/m
2
, treated for 

water resistance such that, under a head 

pressure of 600 millimetres, not more 

than 1.0 gram of water penetrates after 

two minutes when tested in accordance 

with AATCC Test Method 35 

Women’s water-

resistant anoraks, ski-

jackets and similar 

articles of subheading 

6202.91 

83 White or dyed body sized tubular man-

made fibre fabric; of subheading 6004.10, 

6005.31, 6005.32, 6005.41, 6005.42, 

6006.31, 6006.32, 6006.41 or 6006.42, of 

laid-in elastomeric yarns inserted in the 

weft bands and areas, having engineered 

shaping, compression or patterns, 

weighing up to 250 g/m
2
  

Seamless circular knit 

garments of chapter 61, 

which may have 

minimal seams but no 

side seams 

84 White or dyed double needle bar jacquard 

raschel warp knit fabric, of man-made 

fibre micro-denier nylon or polyester 

yarns (less than 1 denier per filament 

(dpf)), of subheading 6004.10, 6005.31, 

6005.32, 6005.41 or 6005.42 

Body sized seamless 

garments with 

engineered shaping, 

compression, or 

patterns, of chapter 61, 

which may have 

minimal seams but no 

side seams 
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85 Combination performance composite 

man-made fibre fabric, of heading 59.03 

or subheading 6001.10, 6001.22, 

6001.92, 6004.10, 6005.32 or 6006.32, 

consisting of 1 or 2 layers of knit, bonded 

with interior membrane of breathable and 

water proof material, performing to 5,000 

millimetres hydrostatic pressure test (ISO 

811) and moisture vapour transfer result 

of max 60RET (ISO 11092); with DWR 

finish, treated for water resistance such 

that, under a head pressure of 600 

millimetres, not more than 1.0 gram of 

water penetrates after two minutes when 

tested in accordance with AATCC Test 

Method 35.  The membrane can be 

sandwiched between 2 layers of knit 

fabric or bonded to single layer of knit. 

Men’s, boys’, women’s 

or girls’ outerwear 

(including jackets and 

pants), wind breaker 

jackets and similar 

articles of chapter 61, 

utilizing man-made 

fibre composite fabric 

comprised of 1 or 2 

layers of knit fabric 

with a windproof, 

breathable, and water 

resistant membrane 

sandwiched between 

the 2 layers or bonded 

to back of single layer, 

treated with a DWR 

finish.  Often referred 

to as “softshell” 

garment, including 

attached headgear. 

86 Dyed woven or knit fabrics with not less 

than 5 per cent of retro-reflective yarns 

not to exceed 5 millimetres in width 

(made from slit reflective film), woven or 

knit into the fabric, weighing up to 300 

g/m
2
, of heading 54.07, 60.01, 60.04, 

60.05 or 60.06 

 

87 Knit fabric of subheading 6004.10, 

6006.21, 6006.22 or 6006.24, of 51 to 70 

per cent cotton, 33 to 49 per cent rayon, 

and 2 to 7 per cent elastomeric yarns, 

weighing up to 275 g/m
2
 

Upper body garments 

of heading 61.05, 

61.06, 61.09 or 61.10 

88 100 per cent man-made fibre woven 

fabric, of subheading 5903.20, coating 

polyurethane (PU) 500 to 1500 

millimetres, weighing 92 to 475 g/m
2
 

Backpacks of 

subheading 4202.92 

89 Plain weave synthetic fabric of 90 to 96 

per cent nylon and 4 to 10 per cent 

elastomeric, of heading 54.07, weighing 

125 to 135 g/m
2
, treated for water 

resistance such that, under a head 

pressure of 600 millimetres, not more 

than 1.0 gram of water penetrates after 

two minutes when tested in accordance 

with AATCC Test Method 35 

Men’s, boys’, 

women’s, and girls’ 

water-resistant trousers, 

other than ski or 

snowboard pants, of 

subheading 6203.43 or 

6204.63 
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90 Double weave fabric of heading 54.07, of 

47 to 53 per cent nylon, 40 to 46 per cent 

polyester, and 4 to 10 per cent 

elastomeric, weighing 270 to 280 g/m
2
, 

treated for water resistance such that, 

under a head pressure of 600 millimetres, 

not more than 1.0 gram of water 

penetrates after two minutes when tested 

in accordance with AATCC Test Method 

35 

Men’s and boys’ water-

resistant trousers, other 

than ski or snowboard 

pants, of subheading 

6203.43 

91 Double weave fabric of heading 54.07, of 

90 to 99 per cent polyester and 1 to 10 

per cent elastomeric, weighing 229 to 241 

g/m
2
, treated for water resistance such 

that, under a head pressure of 600 

millimetres, not more than 1.0 gram of 

water penetrates after two minutes when 

tested in accordance with AATCC Test 

Method 35 

Men’s, boys’, 

women’s, and girls’ 

articles other than 

sweaters, vests or 

sweatshirts of 

subheading 6110.30, 

and men’s and boys’ 

water-resistant anoraks 

and similar articles of 

subheading 6201.93 

92 Double weave fabric of heading 5407.10, 

of 51 to 57 per cent polyester, 37 to 43 

per cent nylon, and 3 to 9 per cent 

elastomeric, weighing 215 to 225 g/m
2
, 

treated for water resistance such that, 

under a head pressure of 600 millimetres, 

not more than 1.0 gram of water 

penetrates after two minutes when tested 

in accordance with AATCC Test Method 

35 

Men’s and boys’ water-

resistant trousers, other 

than ski or snowboard 

pants, of subheading 

6203.43 

93 100 per cent nylon woven ripstop fabric 

of heading 54.07, weighing 37 to 47 

g/m
2
, treated for water resistance such 

that, under a head pressure of 600 

millimetres, not more than 1.0 gram of 

water penetrates after two minutes when 

tested in accordance with AATCC Test 

Method 35 

Men’s and women’s 

water-resistant 

insulated apparel of 

subheading 6201.93 or 

6202.93 

94 100 per cent polyester plain weave 

taffeta, of heading 54.07, weighing 53 to 

63 g/m
2
, treated for water resistance such 

that, under a head pressure of 600 

millimetres, not more than 1.0 gram of 

water penetrates after two minutes when 

tested in accordance with AATCC Test 

Method 35 

Men’s and boys’ water-

resistant synthetic 

insulated trousers, other 

than ski or snowboard 

pants, of subheading 

6203.43 
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95 Printed warp knit fabrics of polyester or 

nylon fibres, of subheading 6004.10, 

6004.90 or 6005.34, containing 3 to 21 

per cent chlorine-resistant elastomeric 

yarns  

Women’s or girls’ 

swimwear of 

subheading 6112.41 

and babies’ swimwear 

and rash guards of 

subheading 6111.30 

96 Acrylic and modacrylic staple fibre 

yarns, not put up for retail sale, of 

subheading 5509.31, 5509.32, 5509.61, 

5509.62 or 5509.69 

Upper body garments 

of heading 61.05, 

61.06, 61.09, 61.10, 

61.11 and 61.14 and 

excluding babies’ 

socks, booties and 

hosiery of heading 

61.11 and hosiery of 

heading 61.15 

97 Woven fabrics of acrylic and modacrylic 

staple fibres, of subheading 5512.29  

Men’s, boys’, women’s 

and girls’ outerwear 

garments of heading 

62.01 and 62.02 and 

babies’ garments of 

6209.30 similar to 

garments of 62.01 and 

62.02 

98 Bleached or dyed satin weave or twill 

weave fabric, of at least 60 per cent 

lyocell and up to 40 per cent nylon, 

polyester or elastomeric, of subheading 

55.16 and that does not meet the National 

Fire Protection Association (NFPA) 2112 

or ASTM 1506 protective standards 

Woven apparel of 

chapter 62 

99 Dyed knit fabric of 57 to 63 per cent 

polyester, 27 to 33 per cent wool, and 7 

to 13 per cent nylon, of subheading 

6006.32 

Sweaters, pullovers, 

sweatshirts, vests and 

similar articles of 

subheading 6110.30 

100 Bleached or dyed twill fabric, of 

subheading 5212.22 or 5212.23, of 52 to 

58 per cent cotton and 42 to 48 per cent 

flax, weighing 230 to 285 g/m
2
 

 

101 Man-made fibre velvet, cut warp pile 

fabrics, of subheading 5801.37 
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102 Woven seersucker fabrics of cotton, of 

subheading 5208.42 or 5208.52, 

weighing 200 g/m
2
 or less, produced by 

weaving two warp yarns in differing 

tensions to create an alternating 

puckering effect which results in a striped 

pattern on the fabric, whether yarn-dyed, 

printed or monochromatic.  Shall not 

include fabrics containing yarns of count 

67 nm or finer for single yarn, or of yarn 

count 135 nm or finer per ply for multiple 

yarns. 

 

103 Cotton fabrics of heading 52.10 or 52.11, 

containing 51 to 70 per cent cotton and 

30 to 49 per cent nylon, treated for water 

resistance such that, under a head 

pressure of 600 millimetres, not more 

than 1.0 gram of water penetrates after 

two minutes when tested in accordance 

with AATCC Test Method 35  

Woven swimwear of 

subheading 6211.11 or 

6211.12 

104 Woven seersucker fabrics of polyester 

staple fibres, of subheading 5512.19, 

weighing 200 g/m
2
 or less, produced by 

weaving two warp yarns in differing 

tensions to create an alternating 

puckering effect which results in a striped 

pattern on the fabric, whether yarn-dyed, 

printed or monochromatic 

 

105 Cotton fabric; bleached, dyed, of yarns of 

different colours, or printed; of 

subheading 5209.21, 5209.31, 5209.39, 

5209.41, 5209.51 or 5209.59; weighing 

more than 200 g/m
2
 

Textile travel goods, 

handbags and similar 

containers of chapter 42 

106 Brushed microfibre fabrics of polyester 

fibres of heading 55.12 

Textile travel goods, 

handbags and similar 

containers of chapter 42 

107 Textile fabrics impregnated, coated, 

covered or laminated with polyvinyl 

chloride (PVC), of subheading 5903.10, 

weighing more than 200 g/m
2
 

Textile travel goods, 

handbags and similar 

containers of chapter 42 

108 Cotton fabrics impregnated, coated, 

covered, or laminated with polyurethane, 

of subheading 5903.20, weighing more 

than 200 g/m
2
 

Textile travel goods, 

handbags and similar 

containers of chapter 42 
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109 Polyester viscose elastomeric warp knit 

fabric, of heading 60.04 or 60.05, of 38 to 

40 per cent polyester, 30 to 40 per cent 

acrylic, 16 to 35 per cent viscose and 3 to 

9 per cent elastomeric  

Garments and 

accessories of chapter 

61, except for babies’ 

socks, booties and 

hosiery of heading 

61.11 and hosiery of 

heading 61.15 

110 Fabrics of man-made fibres of chapter 54 

or 55 

Outer surface of 

insulated food or 

beverage bags of 

subheading 4202.92 

111 Woven fabrics of 60 to75 per cent rayon, 

30 to 35 per cent nylon, and 1 to 5 per 

cent elastomeric; of subheading 5516.91, 

5516.92, 5516.93 or 5516.94; bleached, 

dyed, printed or of yarns of different 

colours; weighing 200 to 350 g/m
2
 

Garments of chapter 62 

112 Woven fabric of subheading 5513.31, of 

62 to 68 per cent polyester and 32 to 38 

per cent cotton, of yarns of different 

colours, of yarn sizes up to 47/1 metric, 

weighing 125 to 140 g/m
2
 

Men’s micro-check 

non-dress shirts of 

subheading 6205.30 

113 Man-made fibre and carded wool blend 

fabrics, of subheading 5515.13, 5515.22, 

5515.99, 5516.32 or 5516.33, of 51 to 64 

per cent man-made staple fibres and 36 to 

49 per cent of wool, cashmere or 

camelhair fibre (or any combination 

thereof), weighing 357 to 485 g/m
2
  

Men’s, boys’, 

women’s, or girls’ 

overcoats, carcoats, 

capes, cloaks and 

similar coats of heading 

62.01 or 62.02 

114 Woven fabric of chapter 55, of up to 85 

per cent man-made fibres and not to 

exceed 15 per cent or more of combed 

wool, mohair, cashmere or camelhair, 

weighing 200 g/m
2
 or less 

Men’s, boys’, 

women’s, or girls’ 

woven suit-type jackets 

and trousers, of heading 

62.03 or 62.04 

115 Carded wool woven fabric of no more 

than 51 per cent carded wool and of 20 to 

49 per cent man-made staple fibre, of 

subheading 5111.30, weighing up to 400 

g/m
2
 

Men’s, boys’, 

women’s, or girls’ 

woven overcoats, 

carcoats, capes, cloaks 

and similar articles of 

heading 62.01 or 62.02 

116 Man-made staple fibre and carded wool 

woven fabric of 51 to 55 per cent 

polyester staple and 45 to 49 per cent 

carded wool, of subheading 5515.13 

Men’s, boys’, 

women’s, or girls’ 

woven overcoats, 

carcoats, capes, cloaks 

and similar articles of 

heading 62.01 or 62.02 
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117 Woven fabric of no more than 90 per cent 

carded wool and 10 per cent cashmere, 

not hand-woven, of subheading 5111.19, 

weighing more than 340 g/m
2
 

Men’s, boys’, 

women’s, or girls’ 

woven overcoats, 

carcoats, capes, cloaks 

and similar articles of 

heading 62.01 or 62.02 

118 Knit fabric of 50 to 84 per cent rayon, 14 

to 49 per cent polyester, and 1 to 10 per 

cent elastomeric, of subheading 6004.10, 

6005.41, 6005.42, 6005.43, 6005.44, 

6006.41, 6006.42, 6006.43 or 6006.44 

Garments and 

accessories of chapter 

61, except for babies’ 

socks, booties and 

hosiery of heading 

61.11 and hosiery of 

heading 61.15 

119 Knit fabric of 50 to 65 per cent polyester, 

30 to 49 per cent rayon, and 1 to 10 per 

cent elastomeric, of subheading 6004.10, 

6005.31, 6005.32, 6005.33, 6005.34, 

6006.31, 6006.32, 6006.33 or 6006.34 

Garments and 

accessories of chapter 

61, except for babies’ 

socks, booties and 

hosiery of heading 

61.11 and hosiery of 

heading 61.15 

120 Knit fabric of 90 to 99 per cent rayon and 

1 to 10 per cent elastomeric, of 

subheading 6004.10, 6005.41, 6005.42, 

6005.43, 6005.44, 6006.41, 6006.42, 

6006.43 or 6006.44 

Garments and 

accessories of chapter 

61, except for babies’ 

socks, booties and 

hosiery of heading 

61.11 and hosiery of 

heading 61.15 

121 Knit fabric of 51 to 84 per cent rayon and 

16 to 49 per cent polyester, of subheading 

6005.41, 6005.42, 6005.43, 6005.44, 

6006.41, 6006.42, 6006.43 or 6006.44 

Garments and 

accessories of chapter 

61, except for babies’ 

socks, booties and 

hosiery of heading 

61.11 and hosiery of 

heading 61.15 

122 Knit fabric of 51 to 65 per cent polyester 

and 35 to 49 per cent rayon, of 

subheading 6005.31, 6005.32, 6005.33, 

6005.34, 6006.31, 6006.32, 6006.33 or 

6006.34 

Garments and 

accessories of chapter 

61, except for babies’ 

socks, booties and 

hosiery of heading 

61.11 and hosiery of 

heading 61.15 

123 100 per cent rayon knit fabric, of 

subheading 6005.41, 6005.42, 6005.43, 

6005.44, 6006.41, 6006.42, 6006.43 or 

6006.44 

Garments and 

accessories of chapter 

61, except for babies’ 

socks, booties and 

hosiery of heading 

61.11 and hosiery of 
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heading 61.15 

124 Woven fabric of 50 to 84 per cent rayon, 

6 to 49 per cent polyester, and 1 to 10 per 

cent elastomeric, of heading 54.08 or 

55.16, weighing less than 225 g/m
2
 

Garments of chapter 62 

125 Woven fabric of 50 to 65 per cent 

polyester, 34 to 49 per cent rayon, and 1 

to 10 per cent elastomeric, of heading 

54.07, 55.12 or 55.15, weighing less than 

225 g/m
2
 

Garments of chapter 62 

126 Woven fabric of 90 to 99 per cent rayon 

and 1 to 10 per cent elastomeric, of 

heading 54.08 or 55.16 

Garments of chapter 62 

127 Woven fabric of 51 to 85 per cent rayon 

and 15 to 49 per cent polyester, of 

heading 54.08 or 55.16, weighing less 

than 225 g/m
2
 

Garments of chapter 62 

128 Woven fabric of 51 to 65 per cent 

polyester and 35 to 49 per cent rayon, of 

heading 54.07, 55.12 or 55.15, weighing 

less than 225 g/m
2
 

Garments of chapter 62 

129 100 per cent rayon woven fabric, of 

heading 54.08 or 55.16 

Garments of chapter 62 

130 Knit jersey fabric, other than warp knit, 

of subheading 6004.10 or 6006.32, of 43 

to 46 per cent polyester, 43 to 45 per cent 

rayon, 5 to 9 per cent flax and 4 to 5 per 

cent elastomeric, weighing 125 to 250 

g/m
2
 

Upper body garments 

of heading 61.05, 

61.06, 61.09, 61.10 or 

61.14 

131 Knit jersey fabric, other than warp knit, 

of subheading 6004.10 or 6006.32, of 30 

to 36 per cent rayon, 19 to 35 per cent 

acrylic, 27 to 33 per cent polyester and 3 

to 8 per cent elastomeric, weighing 125 

to 250 g/m
2
 

Upper body garments 

of heading 61.05, 

61.06, 61.09, or 61.10, 

61.14 

132 Knit jersey fabric, other than warp knit, 

of subheading 6004.10 or 6006.42, of 46 

to 52 per cent rayon, 23 to 29 per cent 

lyocell, 6 to 12 per cent cotton and 3 to 8 

per cent elastomeric, weighing 125 to 250 

g/m
2
 

Upper body garments 

of heading 61.05, 

61.06, 61.09, 61.10, or 

61.14 
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133 Slub jersey fabric, other than warp knit, 

of subheading 6004.10 or 6006.42, of 92 

to 98 per cent rayon, 2 to 3 per cent 

polyester, and 2 to 5  per cent 

elastomeric, weighing 150 to 200 g/m
2
 

Knit shirts, blouses, 

singlets, tank tops and 

similar garments, 

pullovers, sweatshirts, 

waistcoats (vests) and 

similar articles, tops, 

dresses, skirts and 

divided skirts of 

heading 61.04, 61.05, 

61.06, 61.09, 61.10 or 

61.14 

134 Knit jersey fabric, other than warp knit, 

of subheading 6004.10 or 6006.42, of 44 

to 50 per cent lyocell, 44 to 50 per cent 

rayon, and 3 to 9 per cent elastomeric, 

weighing 150 to 220 g/m
2
 

Upper body garments 

of heading 61.05, 

61.06, 61.09, 61.10 or 

61.14 

135 Slub jersey fabric of subheading 6006.22, 

of 51 to 65 per cent cotton and 35 to 49 

per cent rayon, weighing 120 to 225 g/m
2
 

Upper body garments 

of heading 61.05, 

61.06, 61.09, 61.10 or 

61.14 

136 Polyester micro-fibre suede, of heading 

56.03, chemically peached and bonded, 

weighing 125 to 250 g/m
2
 

 

137 Woven fabric, of subheading 5309.29, of 

51 to 55 per cent flax and 45 to 49 per 

cent cotton, weighing 120 to 225 g/m
2
 

Garments of chapter 62 

138 Bonded knit sherpa fabric, of subheading 

6001.10 or 6001.22, of 100 per cent 

polyester, weighing 250 to 275 g/m
2
 

 

139 Stretch wool fabric, of subheading 

5112.19, of 95 to 98 per cent combed and 

dyed wool and 2 to 5 per cent 

elastomeric, with a minimum of 15 per 

cent stretch in the warp or a minimum of 

15 per cent stretch in the filling, weighing 

225 to 300 g/m
2
 

Garments of chapter 62 

140 Stretch wool fabric, of heading 51.12 or 

55.15, of 15 to 50 per cent combed and 

dyed wool, 15 to 50 per cent polyester, 

and 2 to 5 per cent elastomeric, with a 

minimum of 15 per cent stretch in the 

warp or a minimum of 15 per cent stretch 

in the filling, weighing 225 to 300 g/m
2 
 

Garments of chapter 62 
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141 Stretch wool fabric, of heading 51.12 or 

55.15, of 15 to 85 per cent combed and 

dyed wool, 15 to 85 per cent polyester, 

and 2 to 5 per cent elastomeric, with a 

minimum of 15 per cent stretch in the 

warp or a minimum of 15 per cent stretch 

in the filling, weighing 225 to 300 g/m
2
 

Women’s and girls’ 

suits, suit-type jackets, 

blazers, dresses, skirts 

or trousers of heading 

62.04 

142 Stretch wool fabric, of subheading 

5112.11 or 5112.19, of 92 to 98 per cent 

combed and dyed wool and 2 to 6 per 

cent elastomeric, with a minimum of 15 

per cent stretch in the warp or a minimum 

of 15 per cent stretch in the filling, 

weighing 175 to 225 g/m
2
 

Garments of chapter 62 

143 Stretch wool fabric, of heading 51.12 or 

55.15, of 15 to 50 per cent combed and 

dyed wool, 15 to 50 per cent polyester, 

and 2 to 6 per cent elastomeric, with a 

minimum of 15 per cent stretch in the 

warp or a minimum of 15 per cent stretch 

in the filling, weighing 175 to 225 g/m
2 
 

Garments of chapter 62 

144 Stretch wool fabric, of heading 51.12 or 

55.15, of 15 to 85 per cent combed and 

dyed wool, 15 to 85 per cent polyester, 

and 2 to 6 per cent elastomeric, with a 

minimum of 15 per cent stretch in the 

warp or a minimum of 15 per cent stretch 

in the filling, weighing 175 to 225 g/m
2
 

Women’s and girls’ 

garments of heading 

62.04 

145 Stretch wool fabric of subheading 

5112.11 or 5112.19, of 94 to 98 per cent 

combed and dyed wool and 2 to 6 per 

cent elastomeric, with a minimum of 15 

per cent stretch in the warp or a minimum 

of 15 per cent stretch in the filling, 

weighing 175 to 225 g/m
2
  

Garments of chapter 62 

146 Stretch wool fabric of heading 51.12 or 

55.15, of 15 to 50 per cent combed and 

dyed wool, 15 to 50 per cent polyester, 

and 2 to 6 per cent elastomeric, with a 

minimum of 15 per cent stretch in the 

warp or a minimum of 15 per cent stretch 

in the filling, weighing 175 to 225 g/m
2 
 

Garments of chapter 62 
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147 Stretch wool fabric of heading 51.12 or 

55.15, of 15 to 85 per cent combed and 

dyed wool, 15 to 85 per cent polyester, 

and 2 to 6 per cent elastomeric, with a 

minimum of 15 per cent stretch in the 

warp or a minimum of 15 per cent stretch 

in the filling, weighing 175 to 225 g/m
2
 

Garments for women’s 

and girls’ of heading 

62.04 

148 Combed and yarn-dyed woven fabric, 

containing not more than 97 per cent of 

wool, mohair, cashmere or camel hair 

and not less than 3 per cent elastomeric, 

of subheading 5112.11 or 5112.19, with a 

minimum of 15 per cent stretch in the 

warp or a minimum of 15 per cent stretch 

in the filling, weighing 175 to 275 g/m
2
 

Garments of chapter 62 

149 Combed and yarn-dyed woven fabric of 

heading 51.12 or 55.15, of 15 to 85 per 

cent wool, mohair, cashmere or camel 

hair, 15 to 85 per cent polyester, and 2 to 

5 per cent elastomeric, with a minimum 

of 15 per cent stretch in the warp or a 

minimum of 15 per cent stretch in the 

filling, weighing 175 to 275 g/m
2
 

Women’s and girls’ 

suits, suit-type jackets, 

blazers, dresses, skirts 

or trousers of heading 

62.04 

150 Woven cotton flannel fabric, napped on 

one or both sides, of heading 52.08, of 85 

per cent or more of cotton, weighing less 

than 200 g/m
2
 

Garments of chapter 62 

151 Dyed woven fabrics of subheading 

5516.92; of 60 to 75 per cent rayon, 30 to 

35 per cent nylon, and 1 to 5 per cent 

elastomeric; weighing 200 to 350 g/m
2
 

 

152 Printed woven fabrics of subheading 

5516.94; of 60 to 75 per cent rayon, 30 to 

35 per cent nylon, and 1 to 5 per cent 

elastomeric; weighing 200 to 350 g/m
2
 

 

153 Woven fabrics of yarns of different 

colours; of subheading 5516.93, of 60 to 

75 per cent rayon, 30 to 35 per cent 

nylon, and 1 to 5 per cent elastomeric; 

weighing 200 to 350 g/m
2
 

 

154 Woven fabrics of subheading 5515.11; of 

53 to 65 per cent polyester, 25 to 35 per 

cent viscose rayon, and 15 to 20 per cent 

wool; weighing 150 to 300 g/m
2
 

 

155 Fibres, yarns, and fabrics of silk, of 

chapter 50, except for fabric used for the 

production of kimono or obi described in 
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chapter note 4 of chapter 62 

156 Fibres, yarns, and fabrics of vegetable 

textile fibres, other than cotton, of 

chapter 53 

 

157 Knit fabric of heading 60.04 through 

60.06, containing 51 per cent or more of 

silk 

Garments of chapter 61 

158 Knit fabric of heading 60.04 through 

60.06, containing 51 per cent or more of 

flax 

Garments of chapter 61 

159  Woven fabrics of chapter 50 containing 

51 per cent or more of silk, except for 

fabric used for the production of kimono 

or obi described in chapter note 4 of 

chapter 62 

Garments of chapter 62 

160 Woven fabrics of chapter 53 containing 

51 per cent or more of flax 

Garments of chapter 62 

161 Nylon Type 6, and Nylon Type 6.6 Yarn, 

of subheading 5402.31, 5402.51 or 

5402.61, finer than 11 denier 

 

162 Thermally bonded nonwoven fabrics, of 

subheading 5603.11 or 5603.12, 

weighing more than 20 g/m
2
 but not more 

than 40 g/m
2 

 

 

163 Spunbond nonwovens, of subheading 

5603.12, weighing more than 30 g/m
2
 but 

not more than 55 g/m
2
 

 

164 Spunlace nonwoven fabrics of 

subheading 5603.11 or 5603.12, 

weighing more than 20 g/m
2
 but not more 

than 50 g/m
2
  

 

165 Spunbonded nonwoven fabrics, of olefin, 

of subheading 5603.13 or 5603.14, 

weighing more than 140 g/m
2
, but not 

more than 165 g/m
2
  

 

166 Knit fabric of 64 per cent lyocell, 33 per 

cent polyester, and 3 per cent 

elastomeric, of heading 60.06, weighing 

not more than 210 g/m
2
 

Knit apparel of chapter 

61 

167 100 per cent lyocell single or double 

knitted fabric, of heading 60.06, 

weighing not more than 250 g/m
2
, dyed 

or printed 

Knit apparel of chapter 

61 
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168 80 to 95 per cent lyocell and 5 to 20 per 

cent elastomeric single or double knitted 

fabric of heading 60.04, weighing not 

more than 300 g/m
2
, dyed or printed 

Knit garments of 

chapter 61 

169 Machine and hand-made lace, of 

subheading 5804.21, 5804.29 or 5804.30 

Women’s and girls’ 

apparel of chapter 61 

and 62 

170 Woven fabric of 100 per cent acrylic 

fibre, of average yarn number exceeding 

55 metric, of subheading 5512.21 or 

5512.29 

Garments of chapter 62 

171 Batiste fabric of square construction, of 

single yarns exceeding 76 metric count, 

of a weight not exceeding 100 g/m
2
, of 

subheading 5513.11 or 5513.21  

Garments of chapter 62 

172 Yarn, not put up for retail sale, containing 

50 to 85 per cent rayon and 15 to 50 per 

cent cotton, of subheading 5510.11, 

5510.12 or 5510.30 

 

173 Artificial filament yarn (other than 

sewing thread), not put up for retail sale, 

single, of cellulose acetate, of subheading 

5403.33 

 

174 Yarn of artificial staple fibre of 

subheading 5510.90 of 65 per cent or 

more viscose rayon and up to 35 per cent 

nylon 

Upper body garments 

of subheading 6110.11 

175 Woven fabric, manufactured from wool 

yarns, containing not less than 51 per 

cent combed wool, containing not less 

than 30 per cent flax, of subheading 

5112.90 

Garments of chapter 62 

176 Woven fabric, manufactured from yarns 

containing not less than 51 per cent 

combed wool, containing not less than 35 

per cent viscose rayon of subheading 

5112.30 

Garments of chapter 62 

177 Woven fabric manufactured from yarns 

containing not less than 51 per cent 

viscose rayon, containing not less than 30 

per cent combed wool, of heading 54.08 

Garments of chapter 62 

178 100 per cent carded or combed wool 

yarn, of subheading 5106.10 or 5107.10 

Woven woolen gloves 

and mittens, of heading 

62.16, not impregnated, 

coated or covered with 

plastics or rubber 
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179 Knit fabrics of heading 60.02 through 

60.06, of 30 to 40 per cent polyester, 25 

to 35 per cent acrylic, 30 to 40 per cent 

rayon and 2 to 9 per cent polyurethane 

Undergarments of 

subheading 6109.90 

180 Yarn of mohair or angora rabbit hair of 

subheading 5108.10 or 5108.20 

 

181 Woven fabrics of 60 to 84 per cent rayon 

and 16 to 40 per cent silk, of subheading 

5516.92 or 5516.94 

 

182 Yarn (other than sewing thread), not put 

up for retail sale, containing more than 51 

per cent of acrylic, excluding greige or 

bleached fibres, of subheading 5509.69 

Sweaters, pullovers, 

sweatshirts, waistcoats 

(vests) and similar 

articles of subheading 

6110.30 

183 Multiple folded or cabled yarn (other 

than sewing thread), not put up for retail 

sale, containing 86 to 96 per cent rayon 

and 4 to 10 per cent silk, of subheading 

5510.12 

Women’s sweaters, 

pullovers, sweatshirts, 

waistcoats (vests) and 

similar articles of 

subheading 6110.30 

184 100 per cent polypropylene knit fabric, of 

subheading 6001.10, 6001.22 or 6001.92, 

heading 60.02, subheading 6003.30, 

heading 60.04 subheading 6005.31 

through 6005.34 or 6006.31 

Sweaters, pullovers, 

sweatshirts, vests and 

similar articles of 

subheading 6110.30 

185 Polypropylene monofilament of 

subheading 5404.12 

 

186 Yarn (other than sewing thread) of 

artificial staple fibres, not put up for retail 

sale, multiple (folded) or cabled yarn, of 

subheading 5510.12, 5510.20, 5510.30 or 

5510.90 

Embroidery for apparel 

187 Yarn of 95 to 100 per cent of combed 

wool of subheading 5107.10 with an 

average fibre diameter of 19 microns or 

less, containing up to 5 per cent of 

Kashmir (cashmere), angora rabbit, 

camel, mohair or fibres of chapter 53 

Sweaters, pullovers, 

sweatshirts, waistcoats 

(vests) and similar 

articles of subheading 

6110.11 

 


	tpp-3rui-cyu
	tpp-2bu-cyu
	tpp-18rui-cyu
	tpp-22rui-cyu
	tpp-27rui-cyu
	tpp-39rui-cyu
	tpp-6bu-cyu
	tpp-61rui-cyu
	tpp-62rui-cyu
	tpp-63rui-cyu
	tpp-82rui-cyu
	tpp-appendix1-annex3-d
	tpp-appendix1-ssl



