
第 53 回通関士試験

≪ 3 ≫

通関書類の作成要領その他通関手続の実務

試 験 問 題　（別　冊）

 注 意 事 項 

　　この別冊には、「通関書類の作成要領その他通関手続の実務試験問題」における第 １ 問の輸出統計品

目表（抜すい）及び関税率表解説（抜すい）、第 2 問の実行関税率表（抜すい）を掲載しています。
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第 １ 問		 輸出申告
輸出統計品目表（抜すい）

第 7 類 食用の野菜、根及び塊茎 Chapter 7 Edible vegetables and certain roots and tubers

番号

NO

細分
番号
sub.
no

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　名
単　位
UNIT DESCRIPTION 参　考

Ⅰ Ⅱ

07.01 ばれいしよ（生鮮のもの及び冷蔵した
ものに限る。）

Potatoes, fresh or chilled:

07.02

0702.00 000 3 トマト（生鮮のもの及び冷蔵したもの
に限る。）

KG Tomatoes, fresh or chilled 〃

07.03 たまねぎ、シャロット、にんにく、
リーキその他のねぎ属の野菜（生鮮の
もの及び冷蔵したものに限る。）

Onions, shallots, garlic, leeks and other 
alliaceous vegetables, fresh or chilled:

07.04 キャベツ、カリフラワー、コールラ
ビー、ケールその他これらに類するあ
ぶらな属の食用の野菜（生鮮のもの及
び冷蔵したものに限る。） 

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and 
similar edible brassicas, fresh or chilled:

07.05 レタス（ラクトゥカ・サティヴァ）及
びチコリー（キコリウム属のもの）（生鮮
のもの及び冷蔵したものに限る。） 

Lettuce (Lactuca sativa) and chicory 
(Cichorium spp.), fresh or chilled:

07.06 にんじん、かぶ、サラダ用のビート、
サルシファイ、セルリアク、大根その
他これらに類する食用の根（生鮮のも
の及び冷蔵したものに限る。）  

Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, 
celeriac, radishes and similar edible roots, 
fresh or chilled:

07.07

0707.00 000 0 きゆうり及びガーキン（生鮮のもの及
び冷蔵したものに限る。）

KG Cucumbers and gherkins, fresh or chilled 〃

07.08 豆（生鮮のもの及び冷蔵したものに限
るものとし、さやを除いてあるかない
かを問わない。）

Leguminous vegetables ,  shel led or 
unshelled, fresh or chilled:

07.09 その他の野菜（生鮮のもの及び冷蔵し
たものに限る。）

Other vegetables, fresh or chilled:

07.14 カッサバ芋、アロールート、サレップ、
菊芋、かんしよその他これらに類する
でん粉又はイヌリンを多量に含有する
根及び塊茎（生鮮のもの及び冷蔵し、
冷凍し又は乾燥したものに限るものと
し、切つてあるかないか又はペレット
状にしてあるかないかを問わない。）並
びにサゴやしの髄

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem 
artichokes, sweet potatoes and similar 
roots and tubers with high starch or inulin 
content, fresh, chilled, frozen or dried, 
whether or not sliced or in the form of 
pellets; sago pith:

0714.10 000 4 －カッサバ芋 KG －Manioc (cassava) 植

0714.20 000 1 －かんしよ KG －Sweet potatoes 〃

0714.30 000 5 －ヤム芋（ディオスコレア属のもの） KG －Yams (Dioscorea spp.) 〃

0714.40 000 2 －さといも（コロカシア属のもの） KG －Taro (Colocasia spp.) 〃



― 2 ―

番号

NO

細分
番号
sub.
no

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　名
単　位
UNIT DESCRIPTION 参　考

Ⅰ Ⅱ
0714.50 000 6 － アメリカさといも（クサントソマ属

のもの）
KG －Yautia (Xanthosoma spp.) 〃

0714.90 000 1 －その他のもの KG －Other 〃

第 9 類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料 Chapter 9 Coffee, tea, maté and spices

番号

NO

細分
番号
sub.
no

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　名
単　位
UNIT DESCRIPTION 参　考

Ⅰ Ⅱ

09.02 茶（香味を付けてあるかないかを問わ
ない。）

Tea, whether or not flavoured:

0902.10 － 緑茶（発酵していないもので、正味
重量が 3 キログラム以下の直接包装
にしたものに限る。）

－ Green tea (not fermented) in immediate 
packings of a content not exceeding 3 kg:

100 1 －－粉末状のもの KG －－In powdered form 

900 3 －－その他のもの KG －－Other 

0902.20 － その他の緑茶（発酵していないもの
に限る。）

－Other green tea (not fermented): 

100 5 －－粉末状のもの KG －－In powdered form 

900 0 －－その他のもの KG －－Other 

0902.30 000 0 － 紅茶及び部分的に発酵した茶（正味
重量が 3 キログラム以下の直接包装
にしたものに限る。）

KG － Black tea ( fermented )  and part ly 
fermented tea, in immediate packings of 
a content not exceeding 3 kg 

0902.40 000 4 － その他の紅茶及び部分的に発酵した
茶

KG － Other black tea (fermented) and other 
partly fermented tea 

第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 Chapter 20  Preparations of vegetables, fruit, nuts or other 
parts of plants

注
１ 　この類には、次の物品を含まない。
　⒜	　第 ７ 類、第 ８ 類又は第１１	類に定める方法により調製し又は保存

に適する処理をした野菜、果実及びナット
　⒝	　（省略）
　⒞	　（省略）
　⒟	　（省略）
2 　（省略）
3 　第20.0１	項、第20.04	項及び第20.05	項には、第 ７ 類、第１１.05	項又

は第１１.06	項の物品（第 ８ 類の物品の粉及びミールを除く。）で １ ⒜
に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をした
もののみを含む。

4 　トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の ７％以上のものは、
第20.02	項に属する。

Notes.
１.-This	Chapter	does	not	cover:
　⒜	Vegetables,	 fruit	 or	 nuts,	 prepared	 or	 preserved	 by	 the	

processes	specified	in	Chapter	７,	８	or	１１;
　⒝	（省略）
　⒞	（省略）
　⒟	（省略）
2.-（省略）
3.-Headings	20.0１,	20.04	and	20.05	cover,	as	 the	case	may	be,	only	

those	products	of	Chapter	７	or	of	heading	１１.05	or	１１.06	(other	
than	flour,	meal	and	powder	of	the	products	of	Chapter	８)	which	
have	been	prepared	or	preserved	by	processes	other	than	those	
referred	to	in	Note	１	⒜.

4.-Tomato	juice	the	dry	weight	content	of	which	is	７%	or	more	is	
to	be	classified	in	heading	20.02.
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号注
１ 　（省略）
2 　（省略）
3 　第2009.１2	号 、 第2009.2１	号 、 第2009.3１	号 、 第2009.4１	号 、 第

2009.6１	号及び第2009.７１号において「ブリックス値」とは、温度20	
度におけるブリックスハイドロメーター又は屈折計（屈折率をしよ
糖含有率（ブリックスの値）として目盛られたものに限る。）の読
み値（温度20	度と異なる温度で測定した場合には、温度20	度にお
ける値に補正したもの。）をいう。

Subheading	Notes.
１.-（省略）
2.-（省略）
3.-For	 the	 purposes	 of	 subheadings	2009.１2,	2009.2１,	2009.3１,	

2009.4１,	2009.6１	and	2009.７１,	 the	expression	“Brix	value”	means	
the	 direct	 reading	 of	 degrees	 Brix	 obtained	 from	 a	 Brix	
hydrometer	 or	 of	 refractive	 index	 expressed	 in	 terms	 of	
percentage	sucrose	content	obtained	from	a	refractometer,	at	a	
temperature	of	20℃	or	corrected	for	20℃	if	the	reading	is	made	
at	a	different	temperature.

番号

NO

細分
番号
sub.
no

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　名
単　位
UNIT DESCRIPTION 参　考

Ⅰ Ⅱ

20.02 調製し又は保存に適する処理をしたト
マト（食酢又は酢酸により調製し又は
保存に適する処理をしたものを除く。）

Tomatoes prepared or preserved otherwise 
than by vinegar or acetic acid:

2002.10 000 4 － トマト（全形のもの及び断片状のも
のに限る。）

KG － Tomatoes, whole or in pieces

2002.90 000 1 － その他のもの KG －Other 

20.03 調製し又は保存に適する処理をしたき
のこ及びトリフ（食酢又は酢酸により
調製し又は保存に適する処理をしたも
のを除く。）

Mushrooms and truffles, prepared or 
preserved otherwise than by vinegar or 
acetic acid:

20.05 調製し又は保存に適する処理をしたそ
の他の野菜（冷凍してないものに限る
ものとし、食酢又は酢酸により調製し
又は保存に適する処理をしたもの及び
第 20.06 項の物品を除く。）

Other vegetables prepared or preserved 
otherwise than by vinegar or acetic acid, 
not frozen, other than products of heading 
20.06:

2005.10 000 5 －均質調製野菜 KG － Homogenised vegetables

2005.20 000 2 －ばれいしよ KG － Potatoes

2005.40 000 3 －えんどう（ピスム・サティヴム） KG － Peas (Pisum sativum)

－ささげ属又はいんげんまめ属の豆 － Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005.51 000 6 －－さやを除いた豆 KG －－Beans, shelled

2005.59 000 5 －－その他のもの KG －－Other

2005.60 000 4 －アスパラガス KG －Asparagus

2005.70 000 1 －オリーブ KG －Olives

2005.80 000 5 － スイートコーン（ゼア・マユス変種
サカラタ）

KG －Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

－ その他の野菜及び野菜を混合したも
の

－ Other vegetables and mixtures of 
vegetables:

2005.91 000 1 －－ たけのこ KG －－Bamboo shoots

2005.99 000 0 －－その他のもの KG －－Other

20.06

2006.00 000 6 砂糖により調製した野菜、果実、ナッ
ト、果皮その他植物の部分（ドレイン
したもの、グラッセのもの及びクリス
タライズしたものに限る。） 

KG Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other 
parts of plants, preserved by sugar 
(drained, glacé or crystallised) 

20.07 ジャム、フルーツゼリー、マーマレー
ド、果実又はナットのピューレー及び
果実又はナットのペースト（加熱調理
をして得られたものに限るものとし、
砂糖その他の甘味料を加えてあるかな
いかを問わない。） 

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut 
purée and fruit or nut pastes, obtained by 
cooking, whether or not containing added 
sugar or other sweetening matter: 
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番号

NO

細分
番号
sub.
no

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　名
単　位
UNIT DESCRIPTION 参　考

Ⅰ Ⅱ

20.08 果実、ナットその他植物の食用の部分
（その他の調製をし又は保存に適する処
理をしたものに限るものとし、砂糖そ
の他の甘味料又はアルコールを加えて
あるかないかを問わず、他の項に該当
するものを除く。）

Fruit, nuts and other edible parts of plants, 
otherwise prepared or preserved, whether 
or not containing added sugar or other 
sweetening matter or spirit, not elsewhere 
specified or included:

－ ナット、落花生その他の種（これら
を相互に混合してあるかないかを問
わない。）

－ Nuts, ground-nuts and other seeds, 
whether or not mixed together:

2008.11 000 5 －－落花生 KG －－Ground-nuts

2008.19 －－ その他のもの（混合したものを含
む。）

－－Other, including mixtures:

010 0 －－－納豆 KG －－－Natto

090 3 －－－その他のもの KG －－－Other

2008.20 000 3 －パイナップル KG －Pineapples

2008.30 000 0 －かんきつ類の果実 KG －Citrus fruit

2008.40 000 4 －なし KG －Pears

2008.50 000 1 －あんず KG －Apricots

2008.60 000 5 －さくらんぼ KG －Cherries

2008.70 000 2 －桃（ネクタリンを含む。） KG －Peaches, including nectarines

2008.80 000 6 －ストロベリー KG －Strawberries

－ その他のもの（混合したもの（第
2008.19 号のものを除く。）を含む。） 

－ Other, including mixtures other than 
those of subheading 2008.19:

2008.91 000 2 －－パームハート KG －－Palm hearts

2008.93 000 0 －－ クランベリー（ヴァキニウム・マク
ロカルポン、ヴァキニウム・オク
シココス及びヴァキニウム・ヴィ
ティスイダイア）

KG －－ Cranberries (Vaccinium macrocarpon, 
Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-
idaea)

2008.97 000 3 －－混合したもの KG －－Mixtures

2008.99 －－その他のもの －－Other:

010 4 －－－梅 KG －－－Ume (fruit of Mume plum)

020 0 －－－焼きのり及び味つけのり KG －－－ Edible dried lavers, roasted or 
seasoned

090 0 －－－その他のもの KG －－－ Other

20.09 果実又は野菜のジュース（ぶどう搾汁
を含み、発酵しておらず、かつ、アル
コールを加えてないものに限るものと
し、砂糖その他の甘味料を加えてある
かないかを問わない。）

Fruit juices (including grape must) and 
vegetable juices, unfermented and not 
containing added spirit, whether or not 
c o n t a i n i n g  added  s uga r  o r  o t h e r 
sweetening matter:

－オレンジジュース －Orange juice:

2009.11 000 3 －－冷凍したもの L KG －－Frozen

2009.12 000 2 －－ 冷凍してないもの（ブリックス値
が 20 以下のものに限る。）

L KG －－ Not frozen ,  o f  a  Br ix va lue not 
exceeding 20

2009.19 000 2 －－ その他のもの L KG －－ Other

－ グレープフルーツ（ポメロを含む。）
ジュース

－Grapefruit (including pomelo) juice:

2009.21 000 0 －－ ブリックス値が 20 以下のもの L KG －－ Of a Brix value not exceeding 20

2009.29 000 6 －－その他のもの L KG －－ Other

－ その他のかんきつ類の果実のジュース
（二以上の果実から得たものを除く。）

－Juice of any other single citrus fruit:
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番号

NO

細分
番号
sub.
no

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　名
単　位
UNIT DESCRIPTION 参　考

Ⅰ Ⅱ
2009.31 000 4 －－ブリックス値が 20 以下のもの L KG －－ Of a Brix value not exceeding 20

2009.39 000 3 －－その他のもの L KG －－ Other

－ パイナップルジュース －Pineapple juice:

2009.41 000 1 －－ブリックス値が 20 以下のもの L KG －－Of a Brix value not exceeding 20

2009.49 000 0 －－その他のもの L KG －－Other

2009.50 000 6 －トマトジュース L KG －Tomato juice

－ ぶどうジュース（ぶどう搾汁を含
む。）

－Grape juice (including grape must):

2009.61 000 2 －－ブリックス値が 30 以下のもの L KG －－Of a Brix value not exceeding 30

2009.69 000 1 －－その他のもの L KG －－Other

－りんごジュース －Apple juice:

2009.71 000 6 －－ブリックス値が 20 以下のもの L KG －－Of a Brix value not exceeding 20

2009.79 000 5 －－その他のもの L KG －－Other

－ その他の果実又は野菜のジュース
（二以上の果実又は野菜から得たもの
を除く。）

－ Juice of  any other s ingle fruit  or 
vegetable:

2009.81 000 3 －－ クランベリー（ヴァキニウム・マク
ロカルポン、ヴァキニウム・オク
シココス及びヴァキニウム・ヴィ
ティスイダイア）ジュース 

L KG －－ Cranberry (Vaccinium macrocarpon, 
Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-
idaea) juice

2009.89 000 2 －－その他のもの L KG －－Other

2009.90 000 1 －混合ジュース L KG －Mixtures of juices

第21類 各種の調製食料品 Chapter 21  Miscellaneous edible preparations 

番号

NO

細分
番号
sub.
no

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　名
単　位
UNIT DESCRIPTION 参　考

Ⅰ Ⅱ

21.01 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッ
センス及び濃縮物並びにこれらをもと
とした調製品、コーヒー、茶又はマテ
をもととした調製品並びにチコリーそ
の他のコーヒー代用物（いつたものに
限る。）並びにそのエキス、エッセンス
及び濃縮物

Extracts, essences and concentrates, of 
coffee, tea or maté and preparations with a 
basis of these products or with a basis of 
coffee, tea or maté; roasted chicory and 
other roasted coffee substitutes, and 
extracts, essences and concentrates 
thereof:

－ コーヒーのエキス、エッセンス及び
濃縮物並びにこれらをもととした調
製品並びにコーヒーをもととした調
製品

－ Extracts, essences and concentrates, of 
coffee, and preparations with a basis of 
these extracts, essences or concentrates 
or with a basis of coffee:

2101.11 －－エキス、エッセンス及び濃縮物 －－Extracts, essences and concentrates: 

100 3 －－－インスタントコーヒー KG －－－Instant coffee 

900 5 －－－その他のもの KG －－－Other 

2101.12 000 0 － － エキス、エッセンス又は濃縮物を
もととした調製品及びコーヒーを
もととした調製品

KG － － Preparations with a basis of extracts, 
essences or concentrates or with a 
basis of coffee 
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番号

NO

細分
番号
sub.
no

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　名
単　位
UNIT DESCRIPTION 参　考

Ⅰ Ⅱ
2101.20 000 6 － 茶又はマテのエキス、エッセンス及

び濃縮物並びにこれらをもととした
調製品並びに茶又はマテをもととし
た調製品

KG － Extracts, essences and concentrates, of 
tea or maté, and preparations with a 
basis of these extracts, essences or 
concentrates or with a basis of tea or 
maté 

2101.30 000 3 － チコリーその他のコーヒー代用物
（いつたものに限る。）並びにそのエ
キス、エッセンス及び濃縮物

KG － Roasted chicory and other roasted coffee 
substitutes, and extracts, essences and 
concentrates thereof 

21.02 酵母（活性のものであるかないかを問
わない。）及びその他の単細胞微生物

（生きていないものに限るものとし、第
30.02 項のワクチンを除く。）並びに調
製したベーキングパウダー

Yeasts (active or inactive); other single-cell 
micro-organisms, dead (but not including 
vaccines of heading 30.02); prepared 
baking powders:

21.03 ソース、ソース用の調製品、混合調味
料、マスタードの粉及びミール並びに
調製したマスタード

Sauces and preparations therefor; mixed 
condiments and mixed seasonings; 
mustard flour and meal and prepared 
mustard:

21.04 スープ、ブロス、スープ用又はブロス
用の調製品及び均質混合調製食料品

Soups and broths and preparat ions 
therefor; homogenised composite food 
preparations:

21.05

2105.00 000 4 アイスクリームその他の氷菓（ココア
を含有するかしないかを問わない。）

KG Ice cream and other edible ice, whether or 
not containing cocoa

21.06 調製食料品（他の項に該当するものを
除く。）

Food preparations not elsewhere specified 
or included:

2106.10 000 6 － たんぱく質濃縮物及び繊維状にした
たんぱく質系物質

KG － Protein concentrates and textured 
protein substances

2106.90 －その他のもの － Other:

200 0 －－豆腐 KG －－Tofu

900 0 －－その他のもの KG －－Other

第22類 飲料、アルコール及び食酢 Chapter 22  Beverages, spirits and vinegar 

番号

NO

細分
番号
sub.
no

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　名
単　位
UNIT DESCRIPTION 参　考

Ⅰ Ⅱ

22.02 水（鉱水及び炭酸水を含むものとし、
砂糖その他の甘味料又は香味料を加え
たものに限る。）その他のアルコールを
含有しない飲料（第 20.09 項の果実又は
野菜のジュースを除く。）

Waters, including mineral waters and 
aerated waters, containing added sugar or 
other sweetening matter or flavoured, and 
other  non-a lcohol ic beverages,  not 
including fruit or vegetable juices of 
heading 20.09:

2202.10 000 3 － 水（鉱水及び炭酸水を含むものとし、
砂糖その他の甘味料又は香味料を加
えたものに限る。）

L － Waters, including mineral waters and 
aerated waters, containing added sugar 
or other sweetening matter or flavoured 

－その他のもの －Other: 
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番号

NO

細分
番号
sub.
no

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　名
単　位
UNIT DESCRIPTION 参　考

Ⅰ Ⅱ
2202.91 000 6 －－ノンアルコールビール L －－Non-alcoholic beer 

2202.99 －－その他のもの －－ Other: 

010 1 －－－豆乳 L －－－Soy milk 

020 4 －－－ 第09.02項の茶の成分を含有する
飲料

L －－－ Beverages, containing tea ingredient 
of heading 09.02 

090 4 －－－ その他のもの L －－－ Other 

22.08 エチルアルコール（変性させてないも
のでアルコール分が 80％未満のものに
限る。）及び蒸留酒、リキュールその他
のアルコール飲料

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic 
strength by volume of less than 80 % vol; 
spirits, liqueurs and other spirituous 
beverages:

2208.20 000 2 － ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾り
かすから得た蒸留酒

L － Spirits obtained by distilling grape wine 
or grape marc

貿Ⅱの 2

2208.30 000 6 － ウイスキー L － Whiskies 〃

2208.40 000 3 － ラムその他これに類する発酵したさ
とうきびの製品から得た蒸留酒

L － Rum and other spirits obtained by 
distilling fermented sugar-cane products

〃

2208.50 000 0 － ジン及びジュネヴァ L － Gin and Geneva 〃

2208.60 000 4 － ウオッカ L － Vodka 〃

2208.70 000 1 － リキュール及びコーディアル L － Liqueurs and cordials 〃

2208.90 － その他のもの － Other:

100 4 －－しようちゆう L －－Shochu 〃

900 6 －－その他のもの L －－Other 〃
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関税率表解説（抜すい）

第20類
野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

20.09　	果実又は野菜のジュース（ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料
を加えてあるかないかを問わない。）

（省略）

　正常な果実若しくは野菜のジュースに水を添加したもの又は濃縮ジュースに本来の天然ジュースの元の成分に戻すために必要な量以上に多量の
水を添加したものは、22.02項の飲料の性格を有する希釈物となる。
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第 2 問		 輸入（納税）申告
実行関税率表（抜すい）

第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青
物質並びに鉱物性ろう

Chapter 27  Mineral fuels, mineral oils and products of 
their distillation; bituminous substances; mineral 
waxes

番　号

No.

統計
細分
Stat.
Code
No.

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　 名

税　　　 率　　　Rate of Duty
単位

Unit
Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

27.10 石油及び歴青油（原油を除く。）、これ
らの調製品（石油又は歴青油の含有量
が全重量の 70％以上のもので、かつ、
石油又は歴青油が基礎的な成分を成す
ものに限るものとし、他の項に該当す
るものを除く。）並びに廃油

Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals, other than crude; preparations not 
elsewhere specified or included, containing by 
weight 70% or more of petroleum oils or of oils 
obtained from bituminous minerals, these oils 
being the basic constituents of the preparations; 
waste oils:

石油及び歴青油（原油を除く。）並
びにこれらの調製品（石油又は歴青
油の含有量が全重量の 70％以上の
もので、かつ、石油又は歴青油が基
礎的な成分を成すものに限るものと
し、バイオディーゼルを含有するも
の及び他の号に該当するものを除
く。）

Petro leum o i ls  and o i l s  obta ined f rom 
bituminous minerals (other than crude) and 
preparations not elsewhere specif ied or 
included, containing by weight 70% or more of 
petroleum oi ls or of oi ls obtained f rom 
bituminous minerals, these oils being the basic 
constituents of the preparations, other than 
those containing biodiesel and other than waste 
oils:

2710.12 軽質油及びその調製品 Light oils and preparations:

2710.19 その他のもの Other:
1 石油及び歴青油（石油及び歴青

油以外の物品を加えたもので、
その物品の重量が全重量の 5％
未満のものを含む。）

1 Petroleum oils and oils obtained from 
bituminous minerals, including those 
containing less than 5% by weight of goods 
other than petroleum oils and oils obtained 
from bituminous minerals:

（2710.19） 2 その他のもの 3.9% 3.3% 無税
Free

2 Other:

210 0 －グリース KL
KG

Greases

－その他のもの Other:

291 4 －－ 温度 15 度における比重が
0.8494 以下のもの

KL
KG

Of a specific gravity not more than 
0.8494 at 15℃

－－その他のもの Other:

293 6 －－－液状の潤滑剤 KL
KG

Lubricating preparations, in liquid

299 5 －－－その他のもの KL
KG

Other
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第 6 部

化学工業（類似の工業を含む。）の生産品

注
１（A	）　第2８.44項又は第2８.45項に該当する物品は、放射性鉱物を除く

ほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
　（B	）　第2８.43項、第2８.46項又は第2８.52項に該当する物品は、（A）

の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この部の他の項
には属しない。

2 　投与量又は小売用にしたことにより第30.04項から第30.06項まで、
第32.１2項、第33.03項から第33.0７項まで、第35.06項、第3７.0７項又は
第3８.0８項のいずれかに属するとみられる物品は、１	の物品を除くほ
か、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。

Section Ⅵ

Products of the chemical or allied industries

Notes.
１.-（A）	Goods	 (other	 than	 radioactive	 ores)	 answering	 to	 a	

description	 in	heading	2８.44	or	2８.45	are	 to	be	classified	 in	
those	headings	and	in	no	other	heading	of	the	Nomenclature.

　（B）	Subject	 to	paragraph（A）above,	 goods	 answering	 to	 a	
description	in	heading	2８.43,	2８.46	or	2８.52	are	to	be	classified	
in	those	headings	and	in	no	other	heading	of	this	Section.

2.-	Subject	to	Note	１	above,	goods	classifiable	in	heading	30.04,	30.05,	
30.06,	32.１2,	33.03,	33.04,	33.05,	33.06,	33.0７,	35.06,	3７.0７	or	3８.0８	by	
reason	of	being	put	up	in	measured	doses	or	for	retail	sale	are	to	
be	classified	 in	 those	headings	and	 in	no	other	heading	of	 the		
Nomenclature.

第30類 医療用品 Chapter 30  Pharmaceutical products

注
１ 　この類には、次の物品を含まない。

　⒡	　第34.0１項のせつけんその他の物品で医薬品を加えたもの

2 　（省略）
3 　第30.03項、第30.04項及び 4 ⒟においては、次に定めるところに

よる。
　⒜	　混合してないものには、次の物品を含む。
　　⑴	　混合してないものの水溶液
　　⑵	　第2８類又は第29類のすべての物品
　　⑶	　第１3.02項の一の植物性エキスで、単に標準化したもの及び溶

媒に溶かしたもの
　⒝	　混合したものには、次の物品を含む。
　　⑴	　コロイド状の溶液及び懸濁体（コロイド硫黄を除く。）

　　⑵	　植物性材料の混合物を処理して得た植物性エキス

　　⑶	　天然の鉱水を蒸発させて得た塩及び濃縮物

Notes.
１.-This	Chapter	does	not	cover:

　⒡	Soap	 or	 other	 products	 of	 heading	34.0１	containing	 added	
medicaments;

2.-（省略）
3.-For	the	purposes	of	headings	30.03	and	30.04	and	of	Note	4	⒟	to	

this	Chapter,	the	following	are	to	be	treated:
　⒜	As	unmixed	products:
　　⑴	Unmixed	products	dissolved	in	water;
　　⑵	All	goods	of	Chapter	2８	or	29;	and
　　⑶	Simple	 vegetable	 extracts	 of	 heading	１3.02,	 merely	

standardised	or	dissolved	in	any	solvent;
　⒝	As	products	which	have	been	mixed:
　　⑴	Colloidal	 solutions	 and	 suspensions	 (other	 than	 colloidal	

sulphur);
　　⑵	Vegetable	extracts	obtained	by	the	treatment	of	mixtures	of	

vegetable	materials;	and
　　⑶	Salts	 and	 concentrates	 obtained	 by	 evaporating	 natural	

mineral	waters.
	

番　号

No.

統計
細分
Stat.
Code
No.

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　 名

税　　　 率　　　Rate of Duty
単位

Unit
Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

30.04 医薬品（混合し又は混合してない物品
から成る治療用又は予防用のもので、
投与量にしたもの（経皮投与剤の形状
にしたものを含む。）又は小売用の形
状若しくは包装にしたものに限るもの
とし、第 30.02 項、第 30.05 項又は第
30.06 項の物品を除く。）

Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 
30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed 
products for therapeutic or prophylactic uses, put 
up in measured doses (including those in the form 
of transdermal administration systems) or in forms 
or packings for retail sale:

3004.10 000 2 ペニシリン若しくはその誘導体（ペ
ニシラン酸構造を有するものに限
る。）又はストレプトマイシン若し
くはその誘導体を含有するもの

無税
Free

（無税）
（Free）

KG
（I.I.）

Containing penicillins or derivatives thereof, 
w i t h  a  pen ic i l l an ic  ac id  s t r uc tu re ,  o r 
streptomycins or their derivatives

3004.20 000 6 その他のもの（抗生物質を含有する
ものに限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

KG
（I.I.）

Other, containing antibiotics

その他のもの（第 29.37 項のホルモ
ンその他の物質を含有するものに限
る。）

Other, containing hormones or other products of 
heading 29.37:
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番　号

No.

統計
細分
Stat.
Code
No.

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　 名

税　　　 率　　　Rate of Duty
単位

Unit
Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

その他のもの（アルカロイド又はそ
の誘導体を含有するものに限る。）

Other, containing alkaloids or derivatives 
thereof:

3004.50 000 4 その他のもの（第 29.36 項のビタミ
ンその他の物質を含有するものに限
る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

KG
（I.I.）

Other, containing vitamins or other products of 
heading 29.36

3004.60 000 1 その他のもの（この類の号注 2 の抗
マラリア有効成分を含有するものに
限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

KG
（I.I.）

Other, containing antimalarial active principles 
described in Subheading Note 2 to this Chapter

3004.90 その他のもの 無税
Free

Other:

010 2 － 麻薬、大麻又は覚せいアミンのも
の

（無税）
（Free）

KG
（I.I.）

Of narcotics, of cannabis or of awakening-
amines

－ その他のもの Other:

－－ 小売用の形状又は包装にしたも
の

（無税）
（Free）

Put up in forms or packings for retail sale:

023 1 －－－おたねにんじんのもの KG
（I.I.）

Of ginseng

024 2 －－－その他のもの KG
（I.I.）

Other

029 0 －－その他のもの （無税）
（Free）

KG
（I.I.）

Other

第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導
体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、
パテその他のマスチック並びにインキ

Chapter 32  Tanning or dyeing extracts; tannins and their 
derivatives; dyes, pigments and other colouring 
matter; paints and varnishes; putty and other 
mastics; inks

注
１ 　（省略）
2 　（省略）
3 　（省略）
4 　第32.0８	項には、第39.0１	項から第39.１3	項までの物品を揮発性有

機溶剤に溶かした溶液（溶剤の含有量が全重量の50％を超えるもの
に限るものとし、コロジオンを除く。）を含む。

Notes.
１.-（省略）
2.-（省略）
3.-（省略）
4.-Heading	32.0８	includes	solutions	 (other	than	collodions)	consisting	

of	 any	 of	 the	 products	 specified	 in	 headings	39.0１	to	39.１3	in	
volatile	organic	solvents	when	the	weight	of	the		solvent	exceeds	
50%	of	the	weight	of	the	solution.

	

番　号

No.

統計
細分
Stat.
Code
No.

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　 名

税　　　 率　　　Rate of Duty
単位

Unit
Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

32.08 ペイント及びワニス（エナメル及び
ラッカーを含むものとし、合成重合体
又は化学的に変性させた天然重合体を
もととしたもので、水以外の媒体に分
散させ又は溶解させたものに限る。）
並びにこの類の注 4 の溶液

Paints and varnishes (including enamels and 
lacquers) based on synthetic polymers or 
chemically modified natural polymers, dispersed 
or dissolved in a non-aqueous medium; solutions 
as defined in Note 4 to this Chapter:
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番　号

No.

統計
細分
Stat.
Code
No.

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　 名

税　　　 率　　　Rate of Duty
単位

Unit
Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

3208.10 000 0 ポリエステルをもととしたもの 4.8% 3.2% 無税
Free

KG Based on polyesters

3208.20 000 4 アクリル重合体又はビニル重合体を
もととしたもの

4.6% 3.1% 無税
Free

KG Based on acrylic or vinyl polymers

3208.90 その他のもの 4.8% 3.2% 無税
Free

Other:

020 3 － 合成樹脂を含有する塗料 KG Coatings containing synthetic resin

090 3 － その他のもの KG Other

32.09 ペイント及びワニス（エナメル及び
ラッカーを含むものとし、合成重合体
又は化学的に変性させた天然重合体を
もととしたもので、水性媒体に分散さ
せ又は溶解させたものに限る。）

Paints and varnishes (including enamels and 
lacquers) based on synthetic polymers or 
chemically modified natural polymers, dispersed 
or dissolved in an aqueous medium:

3209.10 000 5 アクリル重合体又はビニル重合体を
もととしたもの

4.8% 4% 無税
Free

KG Based on acrylic or vinyl polymers

3209.90 000 2 その他のもの 4.8% 4% 無税
Free

KG Other

32.10

3210.00 その他のペイント及びワニス（エナメ
ル、ラッカー及び水性塗料を含む。）
並びに革の仕上げに使用する種類の調
製水性顔料

Other paints and varnishes (including enamels, 
lacquers and distempers); prepared water pigments 
of a kind used for finishing leather:

010 2 1 歴青質塗料 1.6% （1.6%） 無税
Free

KG 1 Bituminous coatings

020 5 2 その他のもの 4.6% 3.9% 無税
Free

KG 2 Other

32.14 ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジン
セメント、閉そく用のコンパウンドそ
の他のマスチック及び塗装用の充てん
料並びに建物の外面、室内の壁、床、
天井その他これらに類する面用の非耐
火性調製上塗り材

Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, 
caulking compounds and other mastics; painters' 
fillings; non-refractory surfacing preparations for 
façades, indoor walls, floors, ceilings or the like:

3214.10 000 2 ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジ
ンセメント、閉そく用のコンパウン
ドその他のマスチック及び塗装用の
充てん料

3.9% 3.3% 無税
Free

KG Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, 
caulking compounds and other mastics; 
painters' fillings

3214.90 000 6 その他のもの 3.9% 3.3% 無税
Free

KG Other

第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類 Chapter 33  Essential oils and resinoids; perfumery, 
cosmetic or toilet preparations

注
１ 　この類には、次の物品を含まない。
　⒜	　（省略）
　⒝	　第34.0１項のせつけんその他の物品
　⒞	　（省略）
2 　（省略）
3 　第33.03	項から第33.0７	項までには、これらの項の物品としての用

途に適する物品のうち、当該用途に供するため小売用の包装にした
もの（混合してあるかないかを問わないものとし、精油のアキュア
スディスチレート及びアキュアスソリューションを除く。）を含む。

Notes.
１.-This	Chapter	does	not	cover:
　⒜	（省略）
　⒝	Soap	or	other	products	of	heading	34.0１;	or
　⒞	（省略）
2.-（省略）
3.-Headings	33.03	to	33.0７	apply,	 inter alia,	to	products,	whether	or	

not	mixed	(other	than	aqueous	distillates	and	aqueous	solutions	of	
essential	oils),	suitable	for	use	as	goods	of	these	headings	and	put	
up	in	packings	of	a	kind	sold	by	retail	for	such	use.
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番　号

No.

統計
細分
Stat.
Code
No.

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　 名

税　　　 率　　　Rate of Duty
単位

Unit
Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

33.05 頭髪用の調製品 Preparations for use on the hair:
3305.10 000 2 シャンプー 5.8% 無税

Free
無税
Free

KG
（I.I.）

Shampoos

3305.20 000 6 パーマネント用の調製品 5.8% 無税
Free

無税
Free

KG
（I.I.）

Prepara t ions  fo r  pe rmanent  wav ing  o r 
straightening

3305.30 000 3 ヘアラッカー 5.8% 無税
Free

無税
Free

KG
（I.I.）

Hair lacquers

3305.90 000 6 その他のもの 5.8% 無税
Free

無税
Free

KG
（I.I.）

Other

33.07 ひげそり前用、ひげそり用又はひげそ
り後用の調製品、身体用の防臭剤、浴
用の調製品、脱毛剤その他の調製香料
及び化粧品類（他の項に該当するもの
を除く。）並びに調製した室内防臭剤

（芳香を付けてあるかないか又は消毒
作用を有するか有しないかを問わな
い。）

Pre-shave, shaving or after-shave preparations, 
personal  deodorants ,  bath preparat ions , 
depilatories and other perfumery, cosmetic or 
toilet preparations, not elsewhere specified or 
included; prepared room deodorisers, whether or 
not perfumed or having disinfectant properties:

3307.10 000 5 ひげそり前用、ひげそり用又はひげ
そり後用の調製品

6.7% 4.8% 無税
Free

KG
（I.I.）

Pre-shave, shaving or after-shave preparations

3307.20 000 2 身体用の防臭剤及び汗止め 5.8% 3.9% 無税
Free

KG
（I.I.）

Personal deodorants and antiperspirants

3307.30 000 6 芳香を付けた浴用塩その他の浴用の
調製品

5.8% 3.9% 無税
Free

KG
（I.I.）

Pe r f umed  ba t h  s a l t s  a nd  o t h e r  b a t h 
preparations 

室内に芳香を付けるため又は室内防
臭用の調製品（宗教的儀式用の香気
性の調製品を含む。）

Preparations for perfuming or deodorizing 
rooms, including odoriferous preparations used 
during religious rites:

3307.41 000 2 アガバティその他の香気性の調製
品で燃焼させて使用するもの

6.6% 5.4% 無税
Free

KG
（I.I.）

“Agarbatti” and other odoriferous preparations 
which operate by burning 

3307.49 000 1 その他のもの 4.6% 3.9% 無税
Free

KG
（I.I.）

Other 

3307.90 000 2 その他のもの 4% （4%）～
（4.8%）

無税
Free

KG
（I.I.）

Other 

第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人
造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに
類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス
及びプラスターをもととした歯科用の調製品

Chapter 34  Soap, organic surface-active agents, washing 
preparations, lubricating preparations, artificial 
waxes, prepared waxes, polishing or scouring 
preparations, candles and similar articles, 
modelling pastes, “dental waxes” and dental 
preparations with a basis of plaster

注
１ 　この類には、次の物品を含まない。
　⒜	　（省略）
　⒝	　（省略）
　⒞	　せつけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、

ひげそりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品（第33.05	
項から第33.0７	項まで参照）

2 　第34.0１	項においてせつけんは、水溶性のせつけんに限るものと
し、同項のせつけんその他の物品には、消毒剤、粉状研磨材、充て
ん料、医薬品その他の物品が加えてあるかないかを問わない。ただ
し、粉状研磨材を含有する物品のうち、棒状にし、ケーキ状にし又
は成型したものは第34.0１	項に属するものとし、その他の形状のも
のは擦り磨き用の粉その他これに類する調製品として第34.05	項に
属する。

Notes.
１.-This	Chapter	does	not	cover:
　⒜	（省略）
　⒝	（省略）
　⒞	Shampoos,	 dentifrices,	 shaving	 creams	 and	 foams,	 or	 bath	

preparations,	 containing	soap	or	other	organic	surface-active	
agents	(heading	33.05,	33.06	or	33.0７).

2.-For	the	purposes	of	heading	34.0１,	the	expression	“soap”	applies	
only	 to	soap	soluble	 in	water.	Soap	and	the	other	products	of	
heading	34.0１	may	 contain	 added	 substances	 (for	 example,	
disinfectants,	abrasive	powders,	fillers	or	medicaments).	Products	
containing	abrasive	powders	remain	classified	 in	heading	34.0１	
only	if	in	the	form	of	bars,	cakes	or	moulded	pieces	or	shapes.	In	
other	 forms	 they	 are	 to	 be	 classified	 in	 heading	34.05	as	
“scouring	powders	and	similar	preparations”.
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番　号

No.

統計
細分
Stat.
Code
No.

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
用

品　　　　　 名

税　　　 率　　　Rate of Duty
単位

Unit
Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

34.01 せつけん、有機界面活性剤及びその調
製品（せつけんとして使用するもので、
棒状にし、ケーキ状にし又は成型した
ものに限るものとし、せつけんを含有
するかしないかを問わない。）、有機界
面活性剤及びその調製品（皮膚の洗浄
に使用するもので、液状又はクリーム
状で小売用にしたものに限るものとし、
せつけんを含有するかしないかを問わ
ない。）並びにせつけん又は洗浄剤を
染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、
ウォッディング、フェルト及び不織布

Soap; organic surface-active products and 
preparations for use as soap, in the form of bars, 
cakes, moulded pieces or shapes, whether or not 
containing soap; organic surface-active products 
and preparations for washing the skin, in the form 
of liquid or cream and put up for retail sale, 
whether or not containing soap; paper, wadding, 
felt and nonwovens, impregnated, coated or 
covered with soap or detergent:

せつけん、有機界面活性剤及びその
調製品（棒状にし、ケーキ状にし又
は成型したものに限る。）並びにせ
つけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗
布し又は被覆した紙、ウォッディン
グ、フェルト及び不織布

Soap and organic surface-active products and 
preparations, in the form of bars, cakes, 
moulded pieces or shapes, and paper, wadding, 
felt and nonwovens, impregnated, coated or 
covered with soap or detergent:

3401.11 000 5 化粧用のもの（薬用のものを含
む。）

5.5% 無税
Free

無税
Free

KG For toilet use (including medicated products) 

3401.19 その他のもの Other: 

010 0 1 せつけん、有機界面活性剤及び
その調製品

4.6% 無税
Free

無税
Free

KG 1 Soap and organic surface-active products 
and preparations

020 3 2 その他のもの 6.4% 無税
Free

無税
Free

KG 2 Other

3401.20 せつけん（その他の形状のもの） Soap in other forms:

010 6 1 化粧用のもの（薬用のものを含
む。）

5.8% 無税
Free

無税
Free

KG 1 For toilet use (including medicated soap)

020 2 2 その他のもの 4.6% 無税
Free

無税
Free

KG 2 Other

3401.30 000 0 有機界面活性剤及びその調製品（皮
膚の洗浄に使用するもので、液状又
はクリーム状で小売用にしたものに
限るものとし、せつけんを含有する
かしないかを問わない。）

4.6% 無税
Free

無税
Free

KG Organ i c  su r f ace - ac t i v e  p r oduc t s  and 
preparations for washing the skin, in the form of 
liquid or cream and put up for retail sale, 
whether or not containing soap

34.03 調製潤滑剤（調製した切削油、ボルト
又はナットの離脱剤、防錆防食剤及び
離型剤で、潤滑剤をもととしたものを
含む。）及び紡織用繊維、革、毛皮そ
の他の材料のオイリング又は加脂処理
に使用する種類の調製品（石油又は歴
青油の含有量が全重量の 70％以上で、
かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分
を成す当該調製潤滑剤及び当該調製品
を除く。）

Lubricating preparations (including cutting-oil 
preparations, bolt or nut release preparations, 
anti-rust or anti-corrosion preparations and mould 
release preparations, based on lubricants) and 
preparations of a kind used for the oil or grease 
treatment of textile materials, leather, furskins or 
other materials, but excluding preparations 
containing, as basic constituents, 70% or more by 
weight of petroleum oils or of oils obtained from 
bituminous minerals:

石油又は歴青油を含有するもの Containing petroleum oils or oils obtained from 
bituminous minerals:

3403.11 000 1 紡織用繊維、革、毛皮その他の材
料の処理用の調製品

4.8% 4.4% 無税
Free

KG Preparations for the treatment of textile 
materials, leather, furskins or other materials

3403.19 その他のもの 4.8% 3.2% 無税
Free

Other:

091 0 － 石油又は歴青油の含有量が水分
を除いた全重量の 50％を超え
るもの

MT Containing more than 50% by weight of 
petroleum oils or of oils obtained from 
bituminous minerals in dehydrated state

099 1 － その他のもの MT Other

その他のもの Other:

3403.91 000 5 紡織用繊維、革、毛皮その他の材
料の処理用の調製品

4.8% 4.4% 無税
Free

KG Preparations for the treatment of textile 
materials, leather, furskins or other materials

3403.99 000 4 その他のもの 4.6% 3.1% 無税
Free

MT Other




