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第 54 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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(p)　第11部の物品（紡織用繊維及びその製品）

(v)　第91類の物品（例えば、時計のケース）

(z)　第96類の物品（例えば、ブラシ、ボタン、スライドファスナー、くし、
喫煙用パイプの吸い口及び柄、シガレットホルダー類、魔法瓶その
他これに類する容器の部分品、ペン、シャープペンシル並びに一脚、
二脚、三脚その他これらに類する物品）

3 ～ 10　（省略）
11　第39.25項には、第2節の同項よりも前の項の物品を除くほか、次の 
　製品のみを含む。

(ij)  取付具（例えば、取手、掛けくぎ、腕木、タオル掛け及びスイッチ
板その他の保護板。戸、窓、階段、壁その他の建物の部分に恒久的
に取り付けるためのものに限る。）

第 1 問　輸出申告
輸出統計品目表（抜すい）

(p) Goods of Section XI (textiles and textile articles);

(v) Articles of Chapter 91 (for example, clock or watch cases);

(z) Articles of Chapter 96 (for example, brushes, buttons, slide fasteners, 
    combs, mouthpieces or stems for smoking pipes, cigarette-holders or  
    the like, parts of vacuum flasks or the like, pens, propelling pencils, 
     and monopods, bipods, tripods and similar articles).

3.- ～ 10.- （省略）
11.- Heading 39.25 applies only to the following articles, not being products 

covered by any of the earlier headings of sub-Chapter II:

(ij) Fittings and mountings intended for permanent installation in or 
on doors, windows, staircases, walls or other parts of buildings, for 
example, knobs, handles, hooks, brackets, towel rails, switch-plates 
and other protective plates.

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

39.23 プラスチック製の運搬用又は包装用の製
品及びプラスチック製の栓、ふた、キャッ
プその他これらに類する物品

Articles for the conveyance or packing 
of goods, of plastics; stoppers, lids, caps 
and other closures, of plastics:

3923.10 000 5 －箱、ケース、クレートその他これらに
類する製品

KG －Boxes, cases, crates and similar articles

－袋（円すい状のものを含む。） －Sacks and bags (including cones):

39.24 プラスチック製の食卓用品、台所用品そ
の他の家庭用品及び化粧用品

Tableware, kitchenware, other household 
articles and hygienic or toilet articles, of 
plastics:

3924.10 000 3 －食卓用品及び台所用品 KG －Tableware and kitchenware

3924.90 000 0 －その他のもの KG －Other

39.25 プラスチック製の建築用品（他の項に該
当するものを除く。）

Builders' ware of plastics, not elsewhere 
specified or included:

3925.10 000 1 －貯蔵槽、タンク、おけその他これらに
　類する容器（容積が300リットルを超え
　るものに限る。）

KG －Reservoirs, tanks, vats and similar 
containers, of a capacity exceeding 300 l

（省略）

3925.20 000 5 －戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の
　敷居

KG －Doors, windows and their frames and 
thresholds for doors

（省略）

第39類　プラスチック及びその製品 Chapter 39　Plastics and articles thereof

注
1　（省略）
2　この類には、次の物品を含まない。

Notes. 
1.- （省略）
2.- This Chapter does not cover:
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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

3925.30 000 2 －よろい戸、日よけ（ベネシャンブライ
ンドを含む。）その他これらに類する製
品及びこれらの部分品

KG －Shutters, blinds (including Venetian blinds) 
and similar articles and parts thereof

3925.90 000 5 －その他のもの KG －Other （省略）

39.26 その他のプラスチック製品及び第39.01
項から第39.14項までの材料（プラスチッ
クを除く。）から成る製品

Other articles of plastics and articles 
of other materials of headings 39.01 to 
39.14:

3926.10 000 6 －事務用品及び学用品 KG －Office or school supplies

3926.20 000 3 －衣類及び衣類附属品（手袋、ミトン及
びミットを含む。）

DZ KG －Articles of apparel and clothing accessories 
(including gloves, mittens and mitts)

（省略）

3926.30 000 0 －家具用又は車体用の取付具その他これ
に類する取付具

KG －Fittings for furniture, coachwork or the like （省略）

3926.40 000 4 －小像その他の装飾品 KG －Statuettes and other ornamental articles

3926.90 000 3 －その他のもの KG －Other （省略）

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

42.02 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用
バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、
ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケー
ス、シガレットケース、たばこ入れ、工
具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝
石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースそ
の他これらに類する容器（革、コンポジ
ションレザー、プラスチックシート、紡
織用繊維、バルカナイズドファイバー若
しくは板紙から製造し又は全部若しくは
大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆
したものに限る。）及びトランク、スーツ
ケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼク
ティブケース、書類かばん、通学用かば
ん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写
真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、
けん銃用のホルスターその他これらに類
する容器

Trunks , su i t - cases , van i ty -cases , 
executive-cases, brief-cases, school 
satchels, spectacle cases, binocular 
cases, camera cases, musical instrument 
cases, gun cases, holsters and similar 
containers; travelling-bags, insulated 
food or beverages bags, toilet bags, 
rucksacks, handbags, shopping-bags, 
wallets, purses, map-cases, cigarette-
cases, tobacco-pouches, tool bags, sports 
bags, bottle-cases, jewellery boxes, 
powder-boxes, cutlery cases and similar 
containers, of leather or of composition 
leather, of sheeting of plastics, of textile 
mater ia ls , of vulcanised f ibre or of 
paperboard, or wholly or mainly covered 
with such materials or with paper:

－トランク、スーツケース、携帯用化粧
　道具入れ、エグゼクティブケース、書
　類かばん、通学用かばんその他これら
　に類する容器

－Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-
cases, brief-cases, school satchels and similar 
containers:

第42類　革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグそ
の他これらに類する容器並びに腸の製品

Chapter 42　Articles of leather; saddlery and harness; 
travel goods, handbags and similar containers; 
articles of animal gut (other than silk-worm gut)
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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

－ハンドバッグ（取手が付いていないも
　のを含むものとし、肩ひもが付いてい
　るかいないかを問わない。）

－Handbags, whether or not with shoulder 
strap, including those without handle:

－ポケット又はハンドバッグに通常入れ
　て携帯する製品

－Articles of a kind normally carried in the 
pocket or in the handbag:

－その他のもの －Other:

4202.91 000 3 －－外面が革製又はコンポジションレザー
製のもの

DZ KG －－With outer sur face o f l ea ther or o f 
composition leather

（省略）

4202.92 000 2 －－外面がプラスチックシート製又は紡
織用繊維製のもの

DZ KG －－With outer surface of sheeting of plastics 
or of textile materials

4202.99 000 2 －－その他のもの DZ KG －－Other （省略）

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

61.16 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み
又はクロセ編みのものに限る。）

Gloves, mittens and mitts, knitted or 
crocheted:

6116.10 500 4 －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

PR KG －Impregnated , coated or covered with 
plastics or rubber

（省略）

－その他のもの －Other:

6116.91 000 4 －－羊毛製又は繊獣毛製のもの PR KG －－Of wool or fine animal hair （省略）

6116.92 000 3 －－綿製のもの PR KG －－Of cotton

6116.93 000 2 －－合成繊維製のもの PR KG －－Of synthetic fibres

6116.99 000 3 －－その他の紡織用繊維製のもの PR KG －－Of other textile materials

第61類　衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの
に限る。）

第62類　衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの
を除く。）

Chapter 61　Articles of apparel and clothing accessories, 
knitted or crocheted

Chapter 62　Articles of apparel and clothing accessories, 
not knitted or crocheted

注
1　この類の物品は、メリヤス編物又はクロセ編物を製品にしたものに限る。

注
1 　この類の物品は、紡織用繊維の織物類（ウォッティングを除く。）を製

品にしたものに限るものとし、メリヤス編み又はクロセ編みの物品（第
62.12項のものを除く。）を含まない。

Notes.
1.- This Chapter applies only to made up knitted or crocheted articles.

Notes.
1.-This Chapter applies only to made up articles of any textile fabric 

other than wadding, excluding knitted or crocheted articles (other 
than those of heading 62.12).
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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

62.16

6216.00 500 3 手袋、ミトン及びミット PR KG Gloves, mittens and mitts （省略）

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

第 1 節 紡織用繊維のその他の製品 I.- OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES

63.03 カーテン（ドレープを含む。）、室内用ブ
ラインド、カーテンバランス及びベッド
バランス

Curtains (including drapes) and interior 
blinds; curtain or bed valances:

－メリヤス編み又はクロセ編みのもの －Knitted or crocheted:

6303.12 000 3 －－合成繊維製のもの DZ KG －－Of synthetic fibres

6303.19 000 3 －－その他の紡織用繊維製のもの DZ KG －－Of other textile materials （省略）

－その他のもの －Other:

6303.91 000 1 －－綿製のもの DZ KG －－Of cotton （省略）

6303.92 000 0 －－合成繊維製のもの DZ KG －－Of synthetic fibres （省略）

6303.99 000 0 －－その他の紡織用繊維製のもの DZ KG －－Of other textile materials （省略）

(q)　タイプライターリボン又はこれに類するリボン（スプールに巻いて
あるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。イ
ンキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態
にしたものは、第 96.12 項に属する。その他のリボンは、その構成する
材料により該当する項に属する。）及び第 96.20 項の一脚、二脚、三脚
その他これらに類する物品

(q) Typewriter or similar ribbons, whether or not on spools or in 
cartridges (classified according to their constituent material, 
or in heading 96.12 if inked or otherwise prepared for giving 
impressions), or monopods, bipods, tripods and similar articles, of 
heading 96.20.

第63類　紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊
維の中古の物品及びぼろ

第16部　機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、
音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又
は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

Chapter 63　Other made up textile articles; sets; worn 
clothing and worn textile articles; rags

Section XVI　Machinery and mechanical appliances; 
electrical equipment; parts thereof; sound 
recorders and reproducers, television image 
and sound recorders and reproducers, and 
parts and accessories of such articles

注
1　第１節の物品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものに限る。

注
1　この部には、次の物品を含まない。

Notes.
1.- Sub-Chapter I applies only to made up articles, of any textile fabric.

Notes.
1.- This Section does not cover:
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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

85.25 ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信
機器（受信機器、録音装置又は音声再生
装置を自蔵するかしないかを問わない。）、
テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及
びビデオカメラレコーダー

Transmiss ion apparatus for rad io -
broadcasting or television, whether or 
not incorporating reception apparatus 
or sound recording or reproducing 
apparatus; television cameras, digital 
cameras and video camera recorders:

85.29 第85.25項から第85.28項までの機器に
専ら又は主として使用する部分品

Parts suitable for use solely or principally 
with the apparatus of headings 85.25 to 
85.28:

8529.10 －アンテナ及びアンテナ反射器並びにこ
れらに使用する部分品

－Aerials and aerial reflectors of all kinds; 
parts suitable for use therewith:

100 0 －－ロッドアンテナ NO KG －－Rod antennas （省略）

900 2 －－その他のもの KG －－Other （省略）

8529.90 －その他のもの －Other:

100 4 －－テレビジョン受像機用チューナー NO KG －－Tuners for television receivers （省略）

900 6 －－その他のもの KG －－Other （省略）

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

91.11 携帯用時計のケース及びその部分品 Watch cases and parts thereof:

9111.10 000 3 －ケース（貴金属製又は貴金属を張つた
金属製のものに限る。）

NO KG －Cases of precious metal or of metal clad 
with precious metal

9111.20 000 0 －ケース（卑金属製のものに限るものと
し、金又は銀をめつきしてあるかない
かを問わない。）

NO KG －Cases of base metal, whether or not gold- or 
silver-plated

9111.80 000 3 －その他のケース NO KG －Other cases

9111.90 000 0 －部分品 KG －Parts

第91類　時計及びその部分品 Chapter 91　Clocks and watches and parts thereof

第85類　電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びに
テレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並
びにこれらの部分品及び附属品

Chapter 85   Electrical machinery and equipment and parts 
thereof; sound recorders and reproducers, 
television image and sound recorders and 
reproducers, and parts and accessories of such 
articles
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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

96.15 くし、ヘアスライドその他これらに類す
る物品並びにヘアピン、カールピン、カー
ルグリップ、ヘアカーラーその他これら
に類する物品（第85.16項の物品を除く。）
及びこれらの部分品

Combs, hair-slides and the like; hairpins, 
curling pins, curling grips, hair-curlers 
and the like, other than those of heading 
85.16, and parts thereof:

－くし、ヘアスライドその他これらに類
する物品

－Combs, hair-slides and the like:

9615.11 000 2 －－硬質ゴム製又はプラスチック製のもの DZ KG －－Of hard rubber or plastics

9615.19 000 1 －－その他のもの DZ KG －－Other （省略）

96.20

9620.00 000 3 一脚、二脚、三脚その他これらに類する 
物品

KG Monopods, bipods, tripods and similar 
articles

（省略）

第96類　雑品 Chapter 96　Miscellaneous manufactured articles
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第39類
プラスチック及びその製品

39.24　プラスチック製の食卓用品、 台所用品、 その他の家庭用品及び化粧用品
3924.10－食卓用品及び台所用品
3924.90－その他のもの

この項には、次のプラスチック製の物品を含む。
（Ａ）及び（Ｂ）　（省略）
（Ｃ）その他の家庭用品：灰皿、湯入れ瓶、マッチ箱用ホルダー、ごみ箱及び移動式ごみ箱（戸外用のものを含む。）、ばけつ、じょうろ、食料貯蔵

用の容器、カーテン、テーブルカバー、家具用ほこりよけカバー等
（Ｄ）化粧用品（家庭用であるかないかを問わない。）：化粧セット（水差し、ボウル等）、衛生用おけ、ベッド用便器、しびん、寝室用便器、たんつぼ、

注水器、洗眼器、哺乳瓶用の乳首（nursing nipples）、指サック、せっけん皿、タオル掛け用レール、歯ブラシ立て、トイレットペーパーホルダー、
タオル掛け、その他のこれらに類する浴室、化粧室又は台所で使用する物品で、壁等に永久的に取り付けるよう意図されてないものに限る。た
だし、建物の壁又はその他の部分に、例えばねじ、釘、ボルト、接着剤により永久的に取り付けるよう意図されたものは含まない（39.25）。

この項には、食卓用又は化粧用に使用するコップ（とつ手のない）で、包装用又は運搬用の容器の性格を有しないもの（時にはこのような目的
に使用されるかされないかを問わない。）を含む。ただし、この項には、包装用又は運搬用に供される容器の性格を有するとつ手のないコップを含
まない（39.23）。

関税率表解説（抜すい）



― 8 ―― 7 ―

6校_04_第54回_通関士試験_別冊_20/09/03_SATO

第 2 問　輸入（納税）申告
実行関税率表（抜すい）

第39類　プラスチック及びその製品 Chapter 39　Plastics and articles thereof

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

39.24 プラスチック製の食卓用品、台所用
品その他の家庭用品及び化粧用品

Tableware, kitchenware, other household 
articles and hygienic or toilet articles, of 
plastics:

3924.10 000 3 食卓用品及び台所用品 5.8% 3.9% 無税
Free

KG Tableware and kitchenware

3924.90 000 0 その他のもの 5.8% 3.9% 無税
Free

KG Other

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

42.02 旅行用バッグ、断熱加工された
飲食料用バッグ、化粧用バッグ、
リュックサック、ハンドバッグ、
買物袋、財布、マップケース、シ
ガレットケース、たばこ入れ、工
具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、
宝石入れ、おしろい入れ、刃物用
ケースその他これらに類する容器

（革、コンポジションレザー、プラ
スチックシート、紡織用繊維、バ
ルカナイズドファイバー若しくは
板紙から製造し又は全部若しくは
大部分をこれらの材料若しくは紙
で被覆したものに限る。）及びトラ
ンク、スーツケース、携帯用化粧
道具入れ、エグゼクティブケース、
書類かばん、通学用かばん、眼鏡
用ケース、双眼鏡用ケース、写真
機用ケース、楽器用ケース、銃用
ケース、けん銃用のホルスターそ
の他これらに類する容器

T r u n k s , s u i t - c a s e s , v a n i t y - c a s e s , 
executive-cases, brief-cases, school 
satchels, spectacle cases, binocular 
cases, camera cases, musical instrument 
cases, gun cases, holsters and similar 
containers; travelling-bags, insulated food 
or beverages bags, toilet bags, rucksacks, 
handbags, shopping-bags, wallets, purses, 
map-cases, cigarette-cases, tobacco-
pouches, tool bags, sports bags, bottle-
cases, jewellery boxes, powder-boxes, 
cutlery cases and similar containers, 
of leather or of composition leather, of 
sheeting of plastics, of textile materials, 
of vulcanised fibre or of paperboard, 
or wholly or mainly covered with such 
materials or with paper:

トランク、スーツケース、携帯用
化粧道具入れ、エグゼクティブ
ケース、書類かばん、通学用かば
んその他これらに類する容器

Trunks , su i t -cases , van i ty -cases , 
executive-cases, brief-cases, school 
satchels and similar containers:

4202.11 外面が革製又はコンポジション
レザー製のもの

With outer surface of leather or of 
composition leather:

第42類　革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグそ
の他これらに類する容器並びに腸の製品

Chapter 42　Articles of leather; saddlery and harness; 
travel goods, handbags and similar containers; 
articles of animal gut (other than silk-worm gut)
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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

4202.12 外面がプラスチック製又は紡織
用繊維製のもの

With outer surface of plastics or of 
textile materials:

4202.19 000 5 その他のもの 4.1% (4.1%) ×無税
Free

NO
KG

Other

ハンドバッグ（取手が付いて
いないものを含むものとし、
肩ひもが付いているかいない
かを問わない。）

Handbags, whether or not with shoulder 
strap, including those without handle:

4202.21 外面が革製又はコンポジショ
ンレザー製のもの

With outer surface of leather or of 
composition leather:

1 貴金属、これを貼り若しくは
　めつきした金属、貴石、半貴
　石、真珠、さんご、象牙又はべ
　つこうを使用したもののう
　ち、課税価格が1個につき

6,000円を超えるもの

1 Combined or trimmed with precious metal, 
　metal clad with precious metal, metal 
　plated with precious metal , precious 
　stones, semi-precious stones, pearls, coral, 
　elephants' tusks or Bekko, more than 6,000 
　yen/piece in value for customs duty:

110 1 （1）革製のもの 17.5% 14% ×無税
Free

NO
KG

(1) Of leather

120 4 （2）その他のもの 20% 16% ×無税
Free

NO
KG

(2) Other

2 その他のもの 2 Other:

210 3 （1）革製のもの 10% 8% ×無税
Free

NO
KG

(1) Of leather

220 6 （2）その他のもの 12.5% 10% ×無税
Free

NO
KG

(2) Other

4202.22 外面がプラスチックシート製
又は紡織用繊維製のもの

With outer surface of sheet ing of 
plastics or of textile materials:

100 4 1 貴金属、これを張り若しくは
　めつきした金属、貴石、半貴
　石、真珠、さんご、ぞうげ又
　はべつこうを使用したもの
　のうち、課税価格が1個につ
　き6,000円を超えるもの

20% 16% ×無税
Free

NO
KG

1 Combined or trimmed with precious metal, 
　metal clad with precious metal, metal 
　plated with precious metal , precious 
　stones, semi-precious stones, pearls, coral, 
　elephants' tusks or Bekko, more than 6,000 
　yen/piece in value for customs duty

200 6 2 その他のもの 10% 8% ×無税
Free

NO
KG

2 Other

4202.29 000 2 その他のもの 10% 8% ×無税
Free

NO
KG

Other

ポケット又はハンドバッグに通
常入れて携帯する製品

Articles of a kind normally carried in 
the pocket or in the handbag:

4202.31 外面が革製又はコンポジショ
ンレザー製のもの

With outer surface of leather or of 
composition leather:
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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

4202.32 外面がプラスチックシート製又
は紡織用繊維製のもの

With outer surface of sheet ing of 
plastics or of textile materials:

4202.39 000 6 その他のもの 4.1% (4.1%) ×無税
Free

DZ
KG

Other

その他のもの Other:

4202.91 000 3 外面が革製又はコンポジショ
ンレザー製のもの

12.5% 10% ×無税
Free

DZ
KG

With outer surface of leather or of 
composition leather

4202.92 000 2 外面がプラスチックシート製又
は紡織用繊維製のもの

10% 8% ×無税
Free

DZ
KG

With outer surface of sheet ing of 
plastics or of textile materials

4202.99 その他のもの Other:

020 1 1 木製のもの 3.2% 2.7% ×無税
Free

DZ
KG

1 Of wood

010 5 2 アイボリー、骨、かめの甲、角、
　枝角、さんご、真珠光沢を有す
　る貝殻その他の動物性の彫刻
　用又は細工用の材料製のもの

4.1% 3.4% ×無税
Free

DZ
KG

2 Of ivory, of bone, of tortoise-shell, of horn, 
　of antlers, of coral, of mother-of-pearl or of 
　other animal carving material

090 1 3 その他のもの 5.8% 4.6% ×無税
Free

DZ
KG

3 Other

第11部
紡織用繊維及びその製品

注
１　この部には、次の物品を含まない。

第54類　人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップそ
の他これに類する人造繊維製品

注
1　この表において「人造繊維」とは、次の繊維をいう。

(a)　有機単量体の重合により製造した短繊維及び長繊維（例えば、ポ
リアミド、ポリエステル、ポリオレフィン又はポリウレタンのもの）、
又は、この工程により得た重合体を化学的に変性させることにより
製造した短繊維及び長繊維（例えば、ポリ（酢酸ビニル）を加水分
解することにより得たポリ（ビニルアルコール））

(b)　繊維素その他の天然有機重合体を溶解し若しくは化学的に処理す
ることにより製造した短繊維及び長繊維（例えば、銅アンモニアレー
ヨン（キュプラ）及びビスコースレーヨン）、又は、繊維素、カゼ
イン及びその他のプロテイン、アルギン酸その他の天然有機重合体
を化学的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維（例え
ば、アセテート及びアルギネート）

　この場合において、「合成繊維」とは(a)の繊維をいうものとし、「再
生繊維又は半合成繊維」又は場合により「再生繊維若しくは半合成繊
維」とは(b)の繊維をいう。第54.04項又は第54.05項のストリップその
他これに類する物品は、人造繊維とみなさない。
　人造繊維、合成繊維及び再生繊維又は半合成繊維の各用語は、材料
の語とともに使用する場合においてもそれぞれ前記の意味と同一の意
味を有する。

(l)　第 42.01 項又は第42.02項の紡織用繊維の製品

(s)　第 94 類の物品（例えば、家具、寝具及びランプその他の照明器具）

Section XI
Textiles and textile articles

Notes.
1.- This Section does not cover:

Chapter 54　Man-made filaments; strip and the like of man-
made textile materials

Notes.
1.- Throughout the Nomenclature, the term “man-made fibres” means    
   staple fibres and filaments of organic polymers produced by     
   manufacturing processes, either:

(a) By polymerisation of organic monomers to produce polymers 
such as polyamides, polyesters, polyolefins or polyurethanes, or 
by chemical modification of polymers produced by this process 
(for example, poly(vinyl alcohol) prepared by the hydrolysis of 
poly(vinyl acetate)); or

(b) By dissolut ion or chemical treatment of natural organic 
polymers (for example, cellulose) to produce polymers such as 
cuprammonium rayon (cupro) or viscose rayon, or by chemical 
modification of natural organic polymers (for example, cellulose, 
casein and other proteins, or alginic acid), to produce polymers 
such as cellulose acetate or alginates.

　The terms “synthetic” and “artificial”,used in relation to fibres,  
 mean: synthetic: fibres as defined at (a); artificial: fibres as defined at (b). 
 Strip and the like of heading 54.04 or 54.05 are not considered to be  
 man-made fibres.
　The terms “man-made”,“synthetic” and “artificial” shall have the 
same meanings when used in relation to “textile materials”.

(l) Articles of textile materials of heading 42.01 or 42.02;

(s) Articles of Chapter 94 (for example, furniture, bedding, lamps and   
　 lighting fittings);
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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

63.06 ターポリン及び日よけ、テント、
帆（ボート用、セールボード用又
はランドクラフト用のものに限
る。）並びにキャンプ用品

Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; 
sails for boats, sailboards or landcraft; 
camping goods:

ターポリン及び日よけ Tarpaulins, awnings and sunblinds:

6306.12 000 4 合成繊維製のもの 4.8% 4% 無税
Free

KG Of synthetic fibres

6306.19 その他の紡織用繊維製のもの Of other textile materials:

100 6 1  綿製のもの 6.7% 5.6% 無税
Free

KG 1 Of cotton

900 1 2  その他のもの 4.8% 4% 無税
Free

KG 2 Other

テント Tents:

6306.22 000 1 合成繊維製のもの 4.8% 4% 無税
Free

KG Of synthetic fibres

6306.29 その他の紡織用繊維製のもの Of other textile materials:

100 3 1  綿製のもの 6.7% 5.6% 無税
Free

KG 1 Of cotton

900 5 2  その他のもの 4.8% 4% 無税
Free

KG 2 Other

6306.30 000 0 帆 4.8% 4% 無税
Free

KG Sails

6306.40 空気マットレス Pneumatic mattresses:

100 6 1 綿製のもの 6.7% 5.6% 無税
Free

KG 1 Of cotton

900 1 2 その他の紡織用繊維製のもの 4.8% 4% 無税
Free

KG 2 Of other textile materials

6306.90 その他のもの Other:

100 5 1 綿製のもの 6.7% 5.6% 無税
Free

KG 1 Of cotton

900 0 2 その他の紡織用繊維製のもの 4.8% 4% 無税
Free

KG 2 Of other textile materials

第63類　紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊
維の中古の物品及びぼろ

Chapter 63　Other made up textile articles; sets; worn 
clothing and worn textile articles; rags

注
1　第１節の物品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものに限る。

Notes. 
1.- Sub-Chapter I applies only to made up articles, of any textile fabric.
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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

82.15 スプーン、フォーク、ひしやく、
しやくし、ケーキサーバー、フィッ
シュナイフ、バターナイフ、砂糖
挟みその他これらに類する台所用
具及び食卓用具

Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-
servers, fish-knives, butter-knives, sugar 
tongs and similar kitchen or tableware:

8215.10 000 3 詰合せセット（貴金属をめつき
した少なくとも一の製品を含む
ものに限る。）

4.6% 3.9% 無税
Free

DZ
KG

Sets of assorted articles containing at 
least one article plated with precious 
metal

8215.20 000 0 その他の詰合せセット 4.6% 3.9% 無税
Free

DZ
KG

Other sets of assorted articles

その他のもの Other:

8215.91 000 6 貴金属をめつきしたもの 4.6% (4.6%) 無税
Free

DZ
KG

Plated with precious metal

8215.99 000 5 その他のもの 4.6% 3.9% 無税
Free

DZ
KG

Other

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

85.13 携帯用電気ランプ（内蔵したエネ
ルギー源（例えば、電池及び磁
石発電機）により機能するように
設計したものに限るものとし、第
85.12項の照明用機器を除く。）

Portable electr ic lamps designed to 
function by their own source of energy 
(for example, dry batteries, accumulators, 
magnetos), other than lighting equipment 
of heading 85.12:

8513.10 000 2 ランプ 無税
Free

（無税）
（Free）

NO
KG

Lamps

8513.90 000 6 部分品 無税
Free

（無税）
（Free）

KG Parts

第85類　電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びに
テレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並
びにこれらの部分品及び附属品

Chapter 85　Electrical machinery and equipment and parts 
thereof; sound recorders and reproducers, 
television image and sound recorders and 
reproducers, and parts and accessories of such 
articles

第82類　卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びに
これらの部分品

Chapter 82　Tools, implements, cutlery, spoons and forks, 
of base metal; parts thereof of base metal

注
1　トーチランプ、可搬式鍛冶炉、フレーム付きグラインディングホイー

ル、マニキュアセット、ペディキュアセット及び第82.09項の物品を除く
ほか、この類の物品は、次のいずれかの物品から成る刃、作用する面そ
の他の作用する部分を有するものに限る。
(a)　卑金属
(b)　金属炭化物又はサーメット
(c)　卑金属製、金属炭化物製又はサーメット製の支持物に取り付けた

天然、合成又は再生の貴石又は半貴石
(d)　卑金属製の支持物（卑金属製の切削歯、溝その他これらに類する作

用する部分を有し、これに研磨材料を取り付けた後においてもその
機能を維持する場合に限る。）に取り付けた研磨材料

Notes.
1.- Apart from blow lamps, portable forges, grinding wheels with  
   frame-works, manicure or pedicure sets, and goods of heading 82.09, 
   this Chapter covers only articles with a blade, working edge, 
   working surface or other working part of:

(a) Base metal;
(b) Metal carbides or cermets;
(c) Precious or semi-precious stones (natural, synthetic or recon-       
    structed) on a support of base metal, metal carbide or cermet; or
(d) Abrasive materials on a support of base metal, provided that the 
    articles have cutting teeth, flutes, grooves, or the like, of base 
    metal, which retain their identity and function after the  application
    of the abrasive.
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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

94.04 寝具その他これに類する物品（例え
ば、マットレス、布団、羽根布団、クッ
ション、プフ及びまくら。スプリン
グ付きのもの、何らかの材料を詰
物とし又は内部に入れたもの及び
セルラーラバー製又は多泡性プラ
スチック製のものに限るものとし、
被覆してあるかないかを問わない。）
及びマットレスサポート

Mattress supports; articles of bedding 
and s imi lar furnishing ( for example, 
mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, 
pouffes and pillows) fitted with springs 
or stuffed or internally fitted with any 
material or of cellular rubber or plastics, 
whether or not covered:

9404.10 000 5 マットレスサポート 3.8% 3.2% 2.56%
×無税
Free

KG Mattress supports

マットレス Mattresses:

9404.21 000 1 セルラーラバー製又は多泡性プ
ラスチック製のもの（被覆して
あるかないかを問わない。）

4.6% 3.8% 無税
Free

NO
KG

Of cellular rubber or plastics, whether 
or not covered

9404.29 000 0 その他の材料製のもの 4.6% 3.8% 無税
Free

NO
KG

Of other materials

9404.30 000 6 寝袋 4.6% 3.8% 無税
Free

NO
KG

Sleeping bags

9404.90 その他のもの 4.6% 3.8% 無税
Free

Other:

－布団 Quilts and eiderdowns:

010 5 －－羽根布団（羽根又は羽毛を詰
　　物に使用したもの）

NO
KG

Eiderdowns, stuffed with feather or down

020 1 －－人造繊維のみを詰物に使用
　　したもの

NO
KG

Stuffed solely with man-made fibres

030 4 －－その他のもの NO
KG

Other

090 1 －その他のもの KG Other

第94類　家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその
他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の
照明器具（他の類に該当するものを除く。）及びイルミネー
ションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物
品並びにプレハブ建築物

Chapter 94　Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, 
cushions and similar stuffed furnishings; lamps and 
lighting fittings, not elsewhere specified or included; 
illuminated signs, illuminated name-plates and the 
like; prefabricated buildings

注
1　この類には、次の物品を含まない。

(a)　第39類、第40類又は第63類のマットレス、まくら及びクッション
で、空気又は水を入れて使用するもの

(f)　第85類のランプその他の照明器具

Notes.
1.- This Chapter does not cover:

(a) Pneumatic or water mattresses, pillows or cushions, of Chapter 39,  
   40 or 63;

(f) Lamps or lighting fittings of Chapter 85;
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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

94.05 ランプその他の照明器具及びその
部分品（サーチライト及びスポッ
トライトを含むものとし、他の項
に該当するものを除く。）並びに光
源を据え付けたイルミネーション
サイン、発光ネームプレートその
他これらに類する物品及びこれら
の部分品（他の項に該当するもの
を除く。）

Lamps and l ighting f itt ings including 
searchlights and spotlights and parts 
thereof , not e lsewhere speci f ied or 
included; illuminated signs, illuminated 
name -p la tes and the l i ke , hav ing a 
permanent ly f ixed l ight source, and 
parts thereof not elsewhere specified or 
included:

9405.40 電気式のランプその他の照明器
具（他の号に該当するものを除
く。）

無税
Free

Other electric lamps and lighting fittings:

010 4 －サーチライト及びスポットラ
　イト

（無税）
（Free）

KG Searchlights and spotlights

－その他のもの （無税）
（Free）

Other:

091 1 －－発光ダイオード（LED）光源
　　を据え付けたもの

KG Having a permanently fixed light-emitting 
diodes (LED) light source

099 2 －－その他のもの KG Other


	表ブランク - コピー (4)
	04_実務別冊
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P01
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P02
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P03
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P04
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P05
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P06
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P07
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P08
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P09
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P10
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P11
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P12
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P13
	04_第54回_通関士試験_別冊_A4_P14




