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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）及び関税率表解説（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）

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

32.15 印刷用、筆記用又は製図用のインキその
他のインキ（濃縮してあるかないか又は
固形のものであるかないかを問わない。）

Printing ink, writing or drawing ink and 
other inks, whether or not concentrated 
or solid:

－印刷用インキ －Printing ink :

3215.11 000 6 －－黒色のもの KG
（I.C.）

－－Black

3215.19 000 5 －－その他のもの KG
（I.C.）

－－Other

3215.90 000 4 －その他のもの KG
（I.C.）

－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

第 7 部  プラスチック及びゴム並びにこれらの製品

第39類  プラスチック及びその製品

SectionⅤⅡ　Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof

Chapter 39  Plastics and articles thereof

注
1　（省略）
2　プラスチック及びゴム並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵
を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来
の用途に対し付随的でないものは、第 49 類に属する。ただし、第39.18 
項又は第 39.19 項の物品を除く。

注
1　（省略）
2　この類には、次の物品を含まない。
(a) ～ (t)　（省略）
(u)　第 90 類の物品（例えば、光学用品、眼鏡のフレーム及び製図機器）

Notes. 
1.- （省略）
2.- Except for the goods of heading 39.18 or 39.19, plastics, rubber, 

and articles thereof, printed with motifs, characters or pictorial 
representations, which are not merely incidental to the primary use 
of the goods, fall in Chapter 49.

Notes. 
1.- （省略）
2.- This Chapter does not cover :
(a) ～ (t)　（省略）
(u) Articles of Chapter 90 (for example, optical elements, spectacle 

frames, drawing instruments) ;
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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

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)

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

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

3926.90 －その他のもの －Other :

100 5 －－マスク NO KG －－Face masks

900 0 －－その他のもの KG －－Other

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 :

4202.11 000 6 －－外面が革製又はコンポジションレ
ザー製のもの

NO KG －－With outer surface of leather or of 
composition leather

－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 :

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

(42.02) －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

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

48.20 紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、
注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記
帳その他これらに類する製品、練習帳、
吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイ
ルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入
式カーボンセットその他の文房具及び事
務用品、アルバム（見本用又は収集用の
ものに限る。）並びにブックカバー

Registers, account books, note books, 
order books, receipt books, letter pads, 
memorandum pads, diaries and similar 
ar t ic les , exerc ise books , b lo t t ing -
pads, b inders ( loose- leaf or other) , 
folders, file covers, manifold business 
forms, inter leaved carbon sets and 
other articles of stationery, of paper or 
paperboard; albums for samples or for 
collections and book covers, of paper or 
paperboard

4820.10 000 3 －帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、
便せん、メモ帳、日記帳その他これら
に類する製品

KG －Registers , account books , note books , 
order books, receipt books, letter pads, 
memorandum pads, diaries and similar 
articles

4820.20 000 0 －練習帳 KG －Exercise books

4820.30 000 4 －バインダー（ブックカバーを除く。）、
書類挟み及びファイルカバー

KG －Binders (other than book covers), folders and 
file covers

4820.40 000 1 －転写式の事務用印刷物及び挿入式カー
ボンセット

KG －Manifold business forms and interleaved 
carbon sets

4820.50 000 5 －アルバム（見本用又は収集用のものに
限る。）

DZ KG －Albums for samples or for collections

4820.90 000 0 －その他のもの KG －Other

第48類  紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

第49類　印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文
書、タイプ文書、設計図及び図案

Chapter 48　Paper and paperboard; articles of paper pulp, 
of paper or of paperboard

Chapter 49　Printed books, newspapers, pictures and other 
products of the printing industry; manuscripts, 
typescripts and plans

注
1　この類には、次の物品を含まない。
(a)　（省略）
(b)　浮出し地図、浮出し設計図及び浮出し地球儀（印刷してあるかない

かを問わない。第 90.23 項参照）

Notes. 
1.- This Chapter does not cover:
(a)　（省略）
(b) Maps, plans or globes, in relief, whether or not printed (heading 

90.23) ;
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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

49.05 地図、海図その他これらに類する図（製
本したもの、壁掛け用のもの、地形図及
び地球儀、天球儀その他これらに類する
ものを含むものとし、印刷したものに限
る。）

Maps and hydrographic or similar charts 
of all kinds, including atlases, wall maps, 
topographical plans and globes, printed :

4905.10 000 1 －地球儀、天球儀その他これらに類する
もの

KG －Globes

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

73.26 その他の鉄鋼製品 Other articles of iron or steel:

－鍛造又は型打ちをしたもの（更に加工
したものを除く。）

－Forged or stamped, but not further worked:

7326.11 000 2 －－粉砕機用のグラインディングボール
その他これに類する製品

KG －－Grinding balls and similar articles for mills

7326.19 000 1 －－その他のもの KG －－Other

7326.20 000 0 －鉄鋼の線から製造したもの KG －Articles of iron or steel wire

7326.90 000 0 －その他のもの KG －Other

第15部　卑金属及びその製品

第73類　鉄鋼製品

SectionⅩⅤ  Base metals and articles of base metal

Chapter 73　Articles of iron or steel

注
1　（省略）
2　この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。

(a)　第 73.07 項、第73.12 項、第 73.15 項、第 73.17 項又は第 73.18 項
の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品

(b)　卑金属製のばね及びばね板（時計用ばね（第 91.14 項参照）を除く。）

(c)　第 83.01 項、第 83.02 項、第 83.08 項又は第 83.10 項の製品並びに
第 83.06 項の卑金属製の縁及び鏡

　第 73 類から第 76 類まで及び第 78 類から第 82 類まで（第 73.15 項
を除く。）において部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分
品を含まない。
　第二文及び第 83 類の注1の規定に従うことを条件として、第 72 類
から第 76 類まで及び第 78 類から第 81 類までの物品には、第 82 類又
は第 83 類の物品を含まない。

3　この表において「卑金属」とは、鉄鋼、銅、ニッケル、アルミニウム、
鉛、亜鉛、すず、タングステン、モリブデン、タンタル、マグネシウム、
コバルト、ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、
マンガン、ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、
ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウムをいう。

Notes.
1.- （省略）
2.- Throughout the Nomenclature, the expression “parts of general use” 

means :

(a) Articles of heading 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 or 73.18 and similar 
articles of other base metal;

(b) Springs and leaves for springs, of base metal, other than clock or 
watch springs (heading 91.14); and

(c) Articles of headings 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 and frames and 
mirrors, of base metal, of heading 83.06.
In Chapters 73 to 76 and 78 to 82 (but not in heading 73.15) 

references to parts of goods do not include references to parts of 
general use as defined above.

Subject to the preceding paragraph and to Note 1  to Chapter 83, 
the articles of Chapter 82 or 83 are excluded from Chapters 72 to 76 
and 78 to 81.

3.- Throughout the Nomenclature, the expression “base metals” means: 
iron and steel, copper, nickel, aluminium, lead, zinc, tin, tungsten 
(wolfram), molybdenum, tantalum, magnesium, cobalt, bismuth, 
cadmium, titanium, zirconium, antimony, manganese, beryllium, 
chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium 
(columbium), rhenium and thallium.
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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

83.04

8304.00 000 3 卑金属製の書類整理箱、インデックスカー
ド箱、書類入れ、ペン皿、スタンプ台そ
の他これらに類する事務用具及び机上用
品（第94.03項の事務所用の家具を除く。）

KG Filing cabinets, card-index cabinets, 
paper trays, paper rests, pen trays, 
office-stamp stands and similar office 
or desk equipment, of base metal, other 
than office furniture of heading 94.03

83.05 卑金属製の書類とじ込み用金具、クリッ
プ、レターコーナー、インデックスタグ
その他これらに類する事務用品及びスト
リップ状ステープル（例えば、事務用、
いす張り用又は梱包用のもの）

Fittings for loose-leaf binders or files, 
l e t t e r c l i p s , l e t t e r co rne rs , pape r 
clips, indexing tags and similar office 
articles, of base metal; staples in strips 
(for example, for offices, upholstery, 
packaging), of base metal:

8305.10 000 5 －書類とじ込み用金具 KG －Fittings for loose-leaf binders or files

8305.20 000 2 －ストリップ状ステープル KG －Staples in strips

8305.90 000 2 －その他のもの（部分品を含む。） KG －Other, including parts

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

90.23

9023.00 000 0 教育用、展示用その他の実物説明用のみ
に適する機器及び模型

KG Instruments, apparatus and models, 
designed for demonstrational purposes 
(for example, in education or exhibitions), 
unsuitable for other uses

第90類　光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密
機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

Chapter 90　Optical, photographic, cinematographic, 
measuring, checking, precision, medical or 
surgical instruments and apparatus; parts and 
accessories thereof

第83類　各種の卑金属製品 Chapter 83  Miscellaneous articles of base metal

注
1　この類において卑金属製の部分品は、本体が属する項に属する。ただ
し、第 73.12 項、第 73.15 項、第 73.17 項、第 73.18 項又は第 73.20 項
の鉄鋼製品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの（第 74 
類から第 76 類まで又は第 78 類から第 81 類までのものに限る。）は、
この類の物品の部分品とはしない。

Notes. 
1.- For the purposes of this Chapter, parts of base metal are to be 

classified with their parent articles. However, articles of iron or steel 
of heading 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 or 73.20, or similar articles of 
other base metal (Chapters 74 to 76 and 78 to 81) are not to be taken 
as parts of articles of this Chapter.
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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

96.08 ボールペン、フェルトペンその他の浸透
性のペン先を有するペン及びマーカー、
万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペ
ンシル並びにペン軸、ペンシルホルダー
その他これらに類するホルダー並びにこ
れらの部分品（キャップ及びクリップを
含むものとし、第96.09項の物品を除く。）

Ball point pens; felt tipped and other 
porous-tipped pens and markers; fountain 
pens, stylograph pens and other pens; 
duplicating stylos; propelling or sliding 
pencils; pen-holders, pencil-holders and 
similar holders; parts (including caps and 
clips) of the foregoing articles, other than 
those of heading 96.09 :

9608.10 －ボールペン －Ball point pens:

100 5 －－油性ボールペン NO －－Ball point pens of oily

900 0 －－その他のもの NO －－Other

9608.20 000 0 －フェルトペンその他の浸透性のペン先
を有するペン及びマーカー

NO －Felt tipped and other porous-tipped pens 
and markers

9608.30 000 4 －万年筆その他のペン NO －Fountain pens, stylograph pens and other 
pens

9608.40 000 1 －シャープペンシル NO －Propelling or sliding pencils

9608.50 000 5 －第 9608.10 号から第 9608.40 号までの二
以上の号の物品をセットにしたもの

NO －Sets of articles from two or more of the 
foregoing subheadings

9608.60 000 2 －ボールペン用中しん（ポイント及びイ
ンク貯蔵部から成るものに限る。）

NO KG －Refills for ball point pens, comprising the 
ball point and ink-reservoir

－その他のもの －Other :

9608.91 900 3 －－ペン先及びニブポイント NO KG －－Pen nibs and nib points

9608.99 000 5 －－その他のもの KG －－Other

第96類　雑品 Chapter 96　Miscellaneous manufactured articles
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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

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

第73類
鉄鋼製品

32.15　印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ（濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。）

（省略）
この項には、次の物品を含まない。

（a） （省略）
（b） ボールペン用の詰め替え用中しんで、ポイントとインク貯蔵部を有するもの（96.08）。ただし、通常の万年筆に使用する単にインキを充てん

したカートリッジは、この項に属する。

73.26　その他の鉄鋼製品

（省略）
この項には、次の物品を含まない。

（a）～（d）（省略）
（e） 事務用具（例えば、ブックエンド、インキスタンド、ペン皿、吸取紙の台、文鎮、スタンプ台）（83.04）

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

（省略）
この類の注２及び注３の除外例を除き、この項の後半の部分（「及び」以下の部分）に含まれることとなる物品は、いかなる材料であってもよい。

当該部分中「これらに類する容器」には、帽子箱、カメラの附属品のケース、弾薬入れ、狩猟用又はキャンプ用のナイフのさや、工具箱及びケースで、
個々の工具（附属品を有するか有しないかを問わない。）を収めるために特別に成形され又は内部に取り付けられたもの等が含まれる。

一方、この項の前半の部分に含まれることとなる物品は、項に記載された材料から製造し又全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙（基
体は木材、金属等）で被覆したものに限る。「革」には、シャモア革（コンビネーションシャモア革を含む。）、パテントレザー、パテントラミネーテッ
ドレザー及びメタライズドレザーを含む(この類の注1参照)。当該部分中「これらに類する容器」には、札入れ、文房具箱、ペンケース、切符入れ、
針入れ、キーケース、シガーケース、パイプケース、工具及び宝石入れ、靴用ケース、ブラシケース等が含まれる。

関税率表解説（抜すい）
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第83類
各種の卑金属製品

第96類
雑品

第90類
光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器

並びにこれらの部分品及び附属品

83.04　卑金属製の書類整理箱、インデックスカード箱、書類入れ、ペン皿、スタンプ台その他これらに類する事務用具及び机上用品（第94.03 項の事
務所用の家具を除く。）

この項には、通信文書、インデックスカードその他の文書を保存、ファイリング又は分類するために使用する書類整理箱、インデックスカード箱、
分類箱その他これらに類する事務用具（床に置くように設計されたもの及び 94 類の注２の規定に該当するものを除く（94.03）。94 類の総説参照）
を含む。この項には、また、文書分類用の書類入れ、タイピスト用の書類入れ、机上の書類棚及びブックエンド、文鎮、インキスタンド、インキ入れ、
ペン皿、スタンプ台及び吸取紙用の台等の机上用品を含む。

83.05　卑金属製の書類とじ込み用金具、クリップ、レターコーナー、インデックスタグその他これらに類する事務用品及びストリップ状ステープル
（例えば、事務用、いす張り用又は梱包用のもの）

（省略）
この項には、書類とじ込み用のクリップ、コード、スプリングレバー、リング、スクリュー等の卑金属製の金具を含む。さらに、この項には、

台帳その他の事務用帳簿に使用する保護用のリング、バンド及びコーナー、また、ともにとじ込み又は見出しに使用される型式の金属製事務用品（例
えば、レタークリップ、ペーパークリップ、ペーパーファスナー、レターコーナー、カードインデックスタグ、ファイルタグ、スパイクファイル）
並びに事務用、いす張り用及び梱包用等のステープル打ち機に使用するストリップ状のステープルを含む。

96.08　ボールペン、 フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、 万年筆その他のペン、 鉄筆、 シャープペンシル並びにペ
ン軸、 ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品 （キャップ及びクリップを含むものとし、 第96.09項の物
品を除く。）

（省略）
この項には、次の物品を含まない。

（a） 万年筆用のインキ入りカートリッジ（32.15）

90.23　教育用、 展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型

この項には、教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する広範囲の機器及び模型を含む。
この条件に基づき、この項には、次のような物品を含む。

（1）～（9）（省略）
（10） 浮出し地図（区域、都市、山脈等）、浮出し都市図、浮出し地球儀及び浮出し天球儀（印刷してあるかないかを問わない。）
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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

17.04 砂糖菓子（ホワイトチョコレート
を含むものとし、ココアを含有し
ないものに限る。）

Sugar confectionery (including white 
chocolate), not containing cocoa :

1704.10 000 5 チューインガム（砂糖で覆つ
てあるかないかを問わない。）

30% 24% ×無税
Free

KG Chewing gum, whether or not sugar-
coated

1704.90 その他のもの Other :

100 4 1 甘草エキス（菓子にしたものを
除く。）

無税
Free

（無税）
（Free）

KG 1 Liquorice extract, not put up as 
confectionery

2 その他のもの 35% 25% ×無税
Free

2 Other :

210 2 －キャンデー類 KG Candies

220 5 －キャラメル KG Caramels

230 1 －ホワイトチョコレート KG White chocolate

290 5 －その他のもの 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

18.06 チョコレートその他のココアを含
有する調製食料品

Chocolate and other food 
preparations containing cocoa :

1806.10 ココア粉（砂糖その他の甘味
料を加えたものに限る。）

Cocoa powder, containing added sugar 
or other sweetening matter :

1806.20 その他の調製品（塊状、板状
又は棒状のもので、その重量
が2キログラムを超えるもの
及び液状、ペースト状、粉状、
粒状その他これらに類する形
状のもので、正味重量が2キロ
グラムを超える容器入り又は
直接包装にしたものに限る。）

Other preparations in blocks, slabs 
or bars weighing more than 2 kg or in 
liquid, paste, powder, granular or other 
bulk form in containers or immediate 
packings, of a content exceeding 2 kg :

第17類　糖類及び砂糖菓子

第18類　ココア及びその調整品

Chapter 17　Sugars and sugar confectionery

Chapter 18　Cocoa and cocoa preparations

注
1　この類には、次の物品を含まない。
(a)　ココアを含有する砂糖菓子（第18.06項参照）

注
1　この類には、第 04.03 項、第 19.01 項、第 19.04 項、第 19.05 項、第 

21.05 項、第 22.02 項、第 22.08 項、第 30.03 項又は第 30.04 項の調製品
を含まない。

Notes. 
1.- This Chapter does not cover :
(a) Sugar confectionery containing cocoa (heading 18.06);

Notes. 
1.- This Chapter does not cover the preparations of heading 04.03, 19.01, 

19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 or 30.04.

第 2 問　輸入（納税）申告
実行関税率表（抜すい）
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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

(18.06) その他のもの（塊状、板状又は棒
状のものに限る。）

Other, in blocks, slabs or bars:

1806.31 000 4 詰物をしたもの 10% (10%) ×無税
Free

KG Filled

1806.32 詰物をしていないもの Not filled:

1806.90 その他のもの Other :

100 3 1 チョコレート菓子 10% (10%) ×無税
Free

KG 1 Chocolate confectionery

2 その他のもの 2 Other :

⑴ 第04.01項から第04.04項までの物
品の調製食料品（ココア粉の含
有量が全重量の10％未満のもの
に限る。）

⑴ Food preparations of goods of heading 
04.01 to 04.04, containing cocoa powder in 
a proportion by weight of less than 10 % :

A ミルクの天然の組成分の含有
量の合計が乾燥状態におい
て全重量の30％以上のもの

（加圧容器入りにしたホイッ
プドクリームを除く。）

28%+
799円

(yen)/kg

×無税
Free

A Containing not less than 30 % 
of natural milk constituents by 
weight, calculated on the dry 
matter, excluding whipped cream in 
pressurized containers : ⓋⓆ

311 4 －その他の乳製品に係る共
通の限度数量以内のもの

(21%) 21% KG For "the Pooled Quota of other milk 
products"

319 † －その他のもの 23.8%＋
679円

(yen)/kg

KG Other

B その他のもの B Other:

321 0 (a) 砂糖を加えたもの 28% 23.8% ×無税
Free

KG (a) Containing added　sugar

322 1 (b) その他のもの 25% 21.3% ×無税
Free

KG (b) Other

⑵ その他のもの ⑵ Other :

A 砂糖を加えたもの 35% 29.8% ×無税
Free

A Containing added sugar :

212 3 －チューインガムその他の
砂糖菓子及びしよ糖の含
有量が全重量の50％以上
のもの

※ 1% KG Chewing gum and other sugar 
confectionery; foods, containing not 
less than 50 % by weight of sucrose

－その他のもの Other :

213 4 －－各成分のうち砂糖の重
　量が最大のもの

KG Foods, the largest single ingredient 
of which is sugar by weight

219 3 －－その他のもの KG Other

220 4 B その他のもの 25% 21.3% 12.5%
×無税
Free

KG B Other
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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

19.05 パン、ペーストリー、ケーキ、ビ
スケットその他のベーカリー製品

（ココアを含有するかしないかを問
わない。）及び聖さん用ウエハー、
医療用に適するオブラート、シー
リングウエハー、ライスペーパー
その他これらに類する物品

Bread, pastry, cakes, biscuits and other 
bakers' wares, whether or not containing 
cocoa; communion wafers, empty cachets 
of a kind suitable for pharmaceutical use, 
sealing wafers, rice paper and similar 
products :

1905.10 000 2 クリスプブレッド 12% 9% 4.5%
×無税
Free

KG Crispbread

1905.20 000 6 ジンジャーブレッドその他これ
に類する物品

30% 18% 9%
×無税
Free

KG Gingerbread and the like

スイートビスケット、ワッフル
及びウエハー

Sweet biscuits; waffles and wafers :

1905.31 000 2 スイートビスケット 24% 20.4% ×無税
Free

KG Sweet biscuits

1905.32 000 1 ワッフル及びウエハー 30% 18% 15%
×無税
Free

KG Waffles and wafers

1905.40 000 0 ラスク、トーストパンその他これ
らに類する焼いた物品

12% 9% 4.5%
×無税
Free

KG Rusks, toasted bread and s imi lar 
toasted products

1905.90 その他のもの Other :

100 1 1  パン、乾パンその他これらに
類するベーカリー製品（砂
糖、はちみつ、卵、脂肪、チー
ズ又は果実を加えたものを除
く。）

12% 9% ×無税
Free

KG 1 Bread, ship's biscuits and other ordinary 
bakers' wares, not containing added 
sugar, honey, eggs, fats, cheese or fruit

200 3 2  聖さん用ウエハー、医療用に
適するオブラート、シーリン
グウエハー、ライスペーパー
その他これらに類する物品

6.4% 6% ×無税
Free

KG 2 Communion wafers, empty cachets of 
a kind suitable for pharmaceutical use, 
sealing wafers, rice paper and similar 
products

3 その他のもの 3 Other :

⑴　砂糖を加えたもの ⑴　Containing added sugar :

311 2 A あられ、せんべいその他
これらに類する米菓

40% 34% ×無税
Free

KG A Arare, Senbei and similar rice 
products

312 3 B ビスケット、クッキー及
びクラッカー

24% 15% ×無税
Free

KG B Biscuits, cookies and crackers

314 5 C　主としてばれいしよの粉
    から成る混合物を成型し
    た後、食用油で揚げ又は
    焼いたもの

9.6% 9% ×無税
Free

KG C Crisp savoury food products, made 
f r om a dough ba sed on po t a t o 
powder

D その他のもの 30% 15%
×無税
Free

D Other :

第19類　穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品 Chapter 19　Preparations of cereals, flour, starch or milk; 
pastrycooks' products
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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

(1905.90) 313 4 －ピザ（冷蔵し又は冷凍
したものに限る。）

24% KG Pizza, chilled or frozen

319 3 －その他のもの 25.5% KG Other

⑵ その他のもの ⑵ Other :

321 5 A あられ、せんべいその他
    これらに類する米菓

35% 29.8% ×無税
Free

KG A Arare, Senbei and similar rice products

322 6 B ビスケット、クッキー及
    びクラッカー

20% 13% ×無税
Free

KG B Biscuits, cookies and crackers

323 0 C 主としてばれいしよの粉
   から成る混合物を成型し
   た後、食用油で揚げ又は

焼いたもの

9.6% 9% ×無税
Free

KG C Crisp savoury food products, made 
from a dough based on potato powder

329 6 D その他のもの 25% 21.3% 12.5%
×無税
Free

KG D 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

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。）

9.6% 9% 7.6%
×無税
Free

KG Tomatoes, whole or in pieces

2002.90 その他のもの Other :

100 3 1 砂糖を加えたもの 22.4% 13.4% ×無税
Free

KG 1 Containing added sugar

2 その他のもの 2 Other :

⑴　トマトピューレー及びトマ
トペースト

20% ⑴ Tomato purée and tomato paste :

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 ～ 3 （省略）
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.- ～ 3.-（省略）
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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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

(2002.90) －気密容器入りのもの
注:保税工場において輸出用
の魚又は貝類の缶詰の製造
に使用し、かつ、積み戻した
ものは、関税法により輸入
貨物とせず、関税を課さな
い。

16% In airtight containers
Note : The goods , above mentioned, 
when used at a bonded manufacturing 
warehouse for the manufacture o f 
canned fish or shellfish for export and 
re-exported shall be exempted from 
customs duty in accordance with the 
provisions of the Customs Law, Law 
No.61, 1954 :

211 2 －－トマトケチャップその他
のトマトソースの製造に
使用するものについて、
当該年度における国内需
要見込数量から国内生産
見込数量を控除した数量
を基準とし、国際市況そ
の他の条件を勘案して政
令で定める数量以内のも
の

◎無税
Free

KG For the quantity (quota) stipulated 
for manufacture of tomato ketchup 
and other tomato sauces by a Cabinet 
Order, on the basis of the quantity 
of prospective domestic demand in 
the coming fiscal year (April-March) 
with deduction of the quantity of 
prospective domestic production, and 
also in consideration of international 
market situation and other relevant 
conditions

219 † －－その他のもの ×無税
Free

KG Other

－その他のもの 16% Other :

221 5 －－トマトケチャップその他
のトマトソースの製造に
使用するものについて、
当該年度における国内需
要見込数量から国内生産
見込数量を控除した数量
を基準とし、国際市況そ
の他の条件を勘案して政
令で定める数量以内のも
の

◎無税
Free

KG For the quantity (quota) stipulated 
for manufacture of tomato ketchup 
and other tomato sauces by a Cabinet 
Order, on the basis of the quantity 
of prospective domestic demand in 
the coming fiscal year (April-March) 
with deduction of the quantity of 
prospective domestic production, and 
also in consideration of international 
market situation and other relevant 
conditions

229 † －－その他のもの ×無税
Free

KG Other

290 4 ⑵ その他のもの 9.6% 9% 7.6%
×無税
Free

KG ⑵ Other
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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

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 
conta in ing added sp ir i t , whether or 
not containing added sugar or other 
sweetening matter:

2009.50 トマトジュース Tomato juice :

100 1 1 砂糖を加えたもの 35% 29.8% ×無税
Free

L
KG

1 Containing added sugar

200 3 2 その他のもの 25% 21.3% ×無税
Free

L
KG 2 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

21.05

2105.00 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。）

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

1 砂糖を加えたもの 1 Containing added sugar :

⑴ しよ糖の含有量が全重量の50％
未満のもの

28% ×無税
Free

⑴ Less than 50 % by weight of sucrose :

－各成分のうち砂糖の重量が最大
のもの

Those, the largest single ingredient of which 
is sugar by weight :

111 3 －－アイスクリーム 21% KG Ice cream

112 4 －－その他のもの （28%） KG Other

－その他のもの Other :

113 5 －－アイスクリーム 21% KG Ice cream

119 4 －－その他のもの 23.8% KG Other

⑵ その他のもの 35% ×無税
Free

⑵ Other :

191 6 －アイスクリーム 29.8% KG Ice cream

199 0 －その他のもの 29.8% KG Other

2 その他のもの 25% ×無税
Free

2 Other :

210 4 －アイスクリーム 21.3% KG Ice cream

290 0 －その他のもの 21.3% KG Other

第21類　各種の調整食料品 Chapter 21  Miscellaneous edible 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

22.01 水（天然又は人造の鉱水及び炭酸
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を
除く。）、氷及び雪

Waters, including natural or artificial 
mineral waters and aerated waters, 
not containing added sugar or other 
sweetening matter nor flavoured; ice and 
snow :

2201.10 000 5 鉱水及び炭酸水 3.2% 3% 無税
Free

L Mineral waters and aerated waters

2201.90 000 2 その他のもの 無税
Free

（無税）
（Free）

L Other

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-alcoholic beverages, not 
including fruit or vegetable juices of 
heading 20.09 :

2202.10 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。）

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

100 5 1 砂糖を加えたもの 22.4% 13.4% ×無税
Free

L 1 Containing added sugar

200 0 2 その他のもの 16% 9.6% ×無税
Free

L 2 Other

その他のもの Other :

2202.91 ノンアルコールビール Non-alcoholic beer :

100 1 1 砂糖を加えたもの 22.4% 13.4% ×無税
Free

L 1 Containing added sugar

200 3 2 その他のもの 16% 9.6% ×無税
Free

L 2 Other

2202.99 その他のもの Other :

100 0 1 砂糖を加えたもの 22.4% 13.4% ×無税
Free

L 1 Containing added sugar

200 2 2 その他のもの 16% 9.6% ×無税
Free

L 2 Other

22.03

2203.00 000 4 ビール 6.40円
（yen）/l

無税
Free

無税
Free

L Beer made from malt

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

注
1 ～ 2 （省略）
3　第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分
が0.5％以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第22.03項から第22.06項
まで又は第22.08項に属する。

Notes. 
1.- ～ 2.-（省略）
3.- For the purposes of heading 22.02, the term “non-alcoholic beverages” 

means beverages of an alcoholic strength by volume not exceeding 
0.5% vol. Alcoholic beverages are classified in headings 22.03 to 22.06 
or heading 22.08 as appropriate.
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第22類
飲料、アルコール及び食酢

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。）

（省略）
この項には、この類の注３に規定されているアルコールを含有しない飲料で、他の項、特に20.09項又は22.01 項に属さないものを含む。

（Ａ）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。）
　　 このグループには、次の物品を含む。

（１）甘味を付け又は香味を付けた天然又は人造の鉱水
（２）レモネード、オレンジエード、コーラのような飲料：通常の飲料水（甘味を有するか有しないかを問わない。）に果汁、果実エッセ    　
　  ンス又は複合エキスで香味付けしたもので、場合によってはくえん酸又は酒石酸が添加される。これらの飲料は、しばしば炭酸ガスを
　  封入して通常びん又はその他の密閉容器に詰められている。

（Ｂ）ノンアルコールビール
このグループには、次の物品を含む。

（１） 麦芽から作ったビールで、アルコール分が0.5％以下のもの
（２） ジンジャービール及びハーブビールで、アルコール分が0.5％以下のもの
（３） ビールとアルコールを含有しない飲料との混合物（例えば、レモネード）で、アルコール分が0.5％以下のもの

関税率表解説（抜すい）




