新旧対照表

別紙 1
【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】
（注）下線を付した箇所が改正部分である。
改正前

改正後
第２章 関税の確定、納付、徴収及び還付

第２ 章 関税の確定、納付、徴収及び還付

第１節 通則

第１節 通則

（協定税率を適用する国）
（協定税率を適用する国）
3―3 法第 3 条ただし書の規定に基づき、協定税率を適用する国は、次表の 3―3 法第 3 条ただし書の規定に基づき、協定税率を適用する国は、次表の
協定税率の欄のとおりである。
協定税率の欄のとおりである。
我が国の税率適用状況表
国 （ 地 域 ） 名

我が国の税率適用状況表
国定
税率

協定
税率

便益
税率

国 （ 地 域 ） 名

（アジア州）

国定
税率

協定
税率

便益
税率

（アジア州）
（省略）
イエメン

（同左）
○

イエメン

（省略）
ジョージア

○

（同左）
○

グルジア

（省略）

○

（同左）

（大洋州）

（大洋州）
（省略）
クック

（同左）
○

クック諸島（ニュージーランド）

（省略）

○

（同左）

(注１) 国名末尾に※印の付されている国は、1994 年のガット以外の条約
の規定（最恵国約款）により協定税率を適用する国を示す。
(注２) 本表に記載されている国（地域）であって、外国貿易等に関する
統計基本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）の別紙第 1「統計国
名符号表」の国名欄に記載されている国に該当するものについては、当
該「統計国名符号表」の備考欄に記載されている事項を、本表に記載さ
れている国（地域）に、それぞれ準用するものとする。

(注１) 国名末尾に※印の付されている国は、1994 年のガット以外の条約
の規定（最恵国約款）により協定税率を適用する国を示す。
(注２) 本表に記載されている国（地域）であって、外国貿易等に関する
統計基本通達（昭和 59 年 10 月 17 日蔵関第 1048 号）の別紙第 1「統計国
名符号表」の国名欄に記載されている国に該当するものについては、当
該「統計国名符号表」の備考欄に記載されている事項を、本表に記載さ
れている国（地域）に、それぞれ準用するものとする。
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別紙 1
【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】
（注）下線を付した箇所が改正部分である。
改正前

改正後
第４章
第３節

保税地域

第４章

保税蔵置場

第３節

（外国貨物を置くことの承認の申請手続）
43 の 3―2 法第 43 条の 3 第 1 項の規定による外国貨物を保税蔵置場に置く
ことの承認（以下この項において「蔵入承認」という。）の申請手続につ
いては、次による。
(1)及び(2) （省略）
(3) 令第 36 条の 3 第 7 項に規定する他の法令は次に掲げる法令とし、蔵
入承認を受けようとする外国貨物が保税蔵置場に置くことにつき、これ
らの法令の規定により許可、承認その他の行政機関の処分若しくはこれ
に準ずるもの（以下この項において「許可、承認等」という。）又は検
査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、蔵入承認申請
書の提出の際、後記 70―3―1 の別表第 1 又は別表第 2 の第 1 欄に掲げ
るこれらの法令に係るこれらの表の第 3 欄に掲げる書類により、当該許
可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備
を証明させる。
イ〜チ （省略）
リ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律（昭和 35 年法律第 145 号）
ヌ〜ナ （省略）

保税地域
保税蔵置場

（外国貨物を置くことの承認の申請手続）
43 の 3―2 法第 43 条の 3 第 1 項の規定による外国貨物を保税蔵置場に置
くことの承認（以下この項において「蔵入承認」という。
）の申請手続に
ついては、次による。
(1)及び(2) （同左）
(3) 令第 36 条の 3 第 7 項に規定する他の法令は次に掲げる法令とし、蔵
入承認を受けようとする外国貨物が保税蔵置場に置くことにつき、これ
らの法令の規定により許可、承認その他の行政機関の処分若しくはこれ
に準ずるもの（以下この項において「許可、承認等」という。）又は検査
若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、蔵入承認申請書
の提出の際、後記 70―3―1 の別表第 1 又は別表第 2 の第 1 欄に掲げる
これらの法令に係るこれらの表の第 3 欄に掲げる書類により、当該許
可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備
を証明させる。
イ〜チ （同左）
リ 薬事法（昭和 35 年法律第 145 号）
ヌ〜ナ

第６章 通 関

（同左）

第６章 通 関

第１節 一般輸出通関
第１節 一般輸出通関
（価格変更の取扱い）
（価格変更の取扱い）
67―１―14 輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合（数量の変 67―１―14 輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合（数量の変
更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。）における価格変更の手続
更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。）における価格変更の手続
きは、次による。
きは、次による。
(1)及び(2) （省略）
(1)及び(2) （同左）
(3) 上記(2)の場合において輸出申告書に記載した価格が 20 万円未満であ
(3) 輸出申告書に記載した価格が 20 万円未満であり、かつ、本来輸出申
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改正後
り、かつ、本来輸出申告書に記載すべきであった価格が 20 万円未満で
ある場合、又は変更しようとする価格と輸出申告書に記載された輸出統
計品目表の所属区分ごとの価格の差が千円未満である場合には、価格の
訂正を省略させて差し支えないものとする。

別紙 1
【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】
（注）下線を付した箇所が改正部分である。
改正前
告書に記載すべきであった価格が 20 万円未満である場合、又は変更しよ
うとする価格と輸出申告書に記載された輸出統計品目表の所属区分ごと
の価格の差が千円未満である場合には、価格の訂正を省略させて差し支
えないものとする。

(4) 前記 67―１―４の(1)のニの規定により輸出申告書に記載された貨物
に係る総価格が、決済された額と異なることとなり、その差額が 100 万
円未満又はその差額が少ない方の総価格に対して 10％未満である場合
は、その許可に係る価格の変更を省略して差し支えないものとし、輸出
者の申し出により価格変更の手続を行う場合は前記(1)による。
(5) （同左）

(4) 前記 67―１―４の(1)のニの規定により輸出申告書に記載された価格
は、上記(2)の場合を除き、変更の手続は必要ないので留意する。

(5) （省略）

第５節 経済連携協定に係る輸入通関

第５節 経済連携協定に係る輸入通関

（原産地証明書の必要的要件及び様式）
68―５―11
(1) （同左）
(2) 令第 36 条の３第３項（令第 50 条の２の規定において準用する場合
を含む｡）、第 51 条の 12 第３項又は第 61 条第１項第２号イ(1)の規定
により、税関に提出された原産地証明書については、原則として、次の
各号に掲げる要件のすべてを満たしている必要がある。なお、前記 68―
５―２に定める規定に基づく原産品としての要件を満たさないと認めら
れる場合には、ＥＰＡ税率を適用することはできないことに留意する。
イ〜ト （同左）
チ 各協定に基づく原産地証明書の特徴的留意点
(ｲ)〜(ﾊ) （同左）
(ﾆ) アセアン包括協定原産地証明書の「４. For Official Use」の
欄については、特段の記載を要せず、｢９. Quantity (gross or
net weight or other quantity) and value, e.g. FOB if
required by exporting Party｣の欄に価格が記載される場合に
は、当該価格については、特段の確認を要しないものとする。
(ﾎ)〜(ﾄ) （同左）
(3) （同左）

（原産地証明書の必要的要件及び様式）
68―５―11
(1) （省略）
(2) 令第 36 条の３第３項（令第 50 条の２の規定において準用する場合
を含む｡）、第 51 条の 12 第３項又は第 61 条第１項第２号イ(1)の規定
により、税関に提出された原産地証明書については、原則として、次の
各号に掲げる要件のすべてを満たしている必要がある。なお、前記 68―
５―２に定める規定に基づく原産品としての要件を満たさないと認めら
れる場合には、ＥＰＡ税率を適用することはできないことに留意する。
イ〜ト （省略）
チ 各協定に基づく原産地証明書の特徴的留意点
(ｲ)〜(ﾊ) （省略）
(ﾆ) アセアン包括協定原産地証明書の「４. For Official Use」の
欄については、特段の記載を要せず、｢９. Gross weight or
other quantity and value (FOB only when RVC criterion is
used)｣の欄に価格が記載される場合には、当該価格については、
特段の確認を要しないものとする。
(ﾎ)〜(ﾄ) （省略）
(3) （省略）
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