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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（抜粋）及び関税率表解説（抜粋）、第2問の実行関税率表（抜粋）及び関税率表解説（抜粋）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（抜粋）

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

70.09 ガラス鏡（枠付きであるかないかを問わ
ないものとし、バックミラーを含む。）

Glass mirrors, whether or not framed, 
including rear-view mirrors :

7009.10 000 0 －バックミラー（車両用のものに限る。） KG －Rear-view mirrors for vehicles

－その他のもの －Other :

7009.91 000 3 －－枠付きでないもの KG －－Unframed

7009.92 000 2 －－枠付きのもの KG －－Framed

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

84.77 ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴ
ム又はプラスチックを材料とする物品の
製造機械（この類の他の項に該当するも
のを除く。）

Machinery for working rubber or plastics 
or for the manufacture of products from 
these materials, not specified or included 
elsewhere in this Chapter :

8477.10 000 4 －射出成形機 NO KG －Injection-moulding machines

8477.20 000 1 －押出成形機 NO KG －Extruders

第70類　ガラス及びその製品 Chapter 70　Glass and glassware

第84類　原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 Chapter 84　Nuclear reactors, boilers, machinery and 
mechanical appliances; parts thereof

注
1 ～ 9　（省略）
10　第84.85項において「積層造形」（三次元印刷とも呼ばれる。）とは、

材料（例えば金属、プラスチック又はセラミック）のレイヤリング及
び固形化処理によるデジタルモデルをもととした物体の形成をいう。

注
1　この類には、次の物品を含まない。
(a) ～ (e)　（省略）
(f)　第90類の光ファイバー、光学的に研磨した光学用品、皮下注射器、

義眼、温度計、気圧計、浮きばかりその他の物品

Notes.
1. ～ 9.　（省略）
10.- For the purposes of heading 84.85, the expression “additive 

manufacturing” (also referred to as 3D printing) means the 
formation of physical objects, based on a digital model, by the 
successive addition and layering, and consolidation and solidification, 
of material (for example, metal, plastics or ceramics).

Notes.
1.- This Chapter does not cover :
(a) ～ (e)　（省略）
(f) Optical fibres, optically worked optical elements, hypodermic 

syringes, artificial eyes, thermometers, barometers, hydrometers or 
other articles of Chapter 90 ;
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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, tele-
vision image and sound recorders and reprodu-
cers, and parts and accessories of such articles

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

84.85 積層造形用の機械 Machines for additive manufacturing :

8485.10 000 2 －メタルデポジット方式によるもの NO KG －By metal deposit

8485.20 000 6 －プラスチックデポジット方式又はラ
バーデポジット方式によるもの

NO KG －By plastics or rubber deposit

注
1 ～ 10　（省略）
11　第85.39項において「発光ダイオード（LED）光源」には、次の物品

を含む。
(a)　「発光ダイオード（LED）モジュール」

発光ダイオード（LED）モジュールは、電気回路内に配置され
た発光ダイオード（LED）による電気的な光源であり、他の構成部
品（例えば、電気的、力学的、熱的又は光学的な構成部品）を有し、
また、個別の能動素子、個別の受動素子又は電源供給若しくは電源
制御用の第85.36項若しくは第85.42項の物品を有する。発光ダイオー
ド（LED）モジュールには、照明器具への装着及び交換を容易にし、
物理的及び電気的接触を確保するように設計されたキャップを有す
るものを含まない。

(b)　「発光ダイオード（LED）ランプ」
発光ダイオード（LED）ランプは、一以上の発光ダイオード（LED）

モジュールを含む電気的な光源であり、他の構成部品（例えば、電
気的、力学的、熱的又は光学的な構成部品）を有し、また、照明器
具への装着及び交換を容易にし、物理的及び電気的接触を確保する
ように設計されたキャップを有することにより、発光ダイオード

（LED）モジュールと区別される。
12　第85.41項及び第85.42項において次の用語の意義は、それぞれ次に定

めるところによる。
(a) (ⅰ)　（省略）

(ⅱ)　 「発光ダイオード（LED）」とは、電気エネルギーを可視光線、
赤外線又は紫外線に変換する半導体素材をもととした半導体デ
バイス（互いに電気的に結合しているかいないか又は保護ダ
イオードと接続しているかいないかを問わない。）をいう。第
85.41項の発光ダイオード（LED）は、電源供給又は電源制御
用の素子を自蔵していない。

Notes.
1. ～ 10.　（省略）
11.- For the purposes of heading 85.39, the expression “light-emitting 

diode (LED) light sources” covers:
(a)“Light-emitting diode (LED) modules” which are electrical light 

sources based on light-emitting diodes (LED) arranged in electrical 
circuits and containing further elements like electrical, mechanical, 
thermal or optical elements. They also contain discrete active 
elements, discrete passive elements, or articles of heading 85.36 or 
85.42 for the purposes of providing power supply or power control. 
Light-emitting diode (LED) modules do not have a cap designed to 
allow easy installation or replacement in a luminaire and ensure 
mechanical and electrical contact.

(b)“Light-emitting diode (LED) lamps” which are electrical light 
sources containing one or more LED modules containing further 
elements like electrical, mechanical, thermal or optical elements. 
The distinction between light-emitting diode (LED) modules and 
light-emitting diode (LED) lamps is that lamps have a cap designed 
to allow easy installation or replacement in a luminaire and ensure 
mechanical and electrical contact.

12.- For the purposes of headings 85.41 and 85.42 :

(a) (ⅰ)　（省略）
(ⅱ)“Light-emitting diodes (LED)” are semiconductor devices 

based on semiconductor materials which convert electrical 
energy into visible, infra-red or ultra-violet rays, whether or not 
electrically connected among each other and whether or not 
combined with protective diodes. Light-emitting diodes (LED) 
of heading 85.41 do not incorporate elements for the purposes 
of providing power supply or power control ;
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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

85.26 レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔
制御機器

Radar apparatus, radio navigational aid 
apparatus and radio remote control app-
aratus :

8526.10 000 4 －レーダー NO KG －Radar apparatus

－その他のもの －Other :

8526.91 000 0 －－航行用無線機器 NO KG －－Radio navigational aid apparatus

85.39 フィラメント電球及び放電管（シールド
ビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線
ランプを含む。）、アーク灯並びに発光ダ
イオード（LED）光源

Electric filament or discharge lamps, in-
cluding sealed beam lamp units and ultra-
violet or infra-red lamps ; arc-lamps; light-
emitting diode (LED) light sources :

－発光ダイオード（LED）光源 －Light-emitting diode (LED) light sources :

8539.51 000 0 －－発光ダイオード（LED）モジュール NO KG －－Light-emitting diode (LED) modules

8539.52 000 6 －－発光ダイオード（LED）ランプ NO KG －－Light-emitting diode (LED) lamps

85.41 半導体デバイス（例えば、ダイオード、
トランジスター及び半導体ベースの変換
器）、光電性半導体デバイス（光電池（モ
ジュール又はパネルにしてあるかないか
を問わない。）を含む。）、発光ダイオード

（LED）（他の発光ダイオード（LED）と
組み合わせてあるかないかを問わない。）
及び圧電結晶素子

Semiconductor devices (for example, dio-
des, transistors, semiconductor-based
transducers) ; photosensitive semicon-
ductor devices, including photovoltaic 
cells whether or not assembled in modu-
les or made up into panels ; light-emitting 
diodes (LED), whether or not assembled 
with other light-emitting diodes (LED) ; 
mounted piezo-electric crystals :

－光電性半導体デバイス（光電池（モ
ジュール又はパネルにしてあるかない
かを問わない。）を含む。）及び発光ダ
イオード（LED）

－Photosensitive semiconductor devices, includ-
ing photovoltaic cells whether or not assem-
bled in modules or made up into panels ; lig-
ht-emitting diodes (LED) :

8541.41 000 6 －－発光ダイオード（LED） NO －－Light-emitting diodes(LED)

85.43 電気機器（固有の機能を有するものに限
るものとし、この類の他の項に該当する
ものを除く。）

Electrical machines and apparatus, hav-
ing individual functions, not specified or 
included elsewhere in this Chapter :

8543.10 000 5 －粒子加速器 NO －Particle accelerators

8543.20 000 2 －信号発生器 NO －Signal generators

8543.30 000 6 －電気めつき用、電気分解用又は電気泳
動用の機器

NO －Machines and apparatus for electroplating, 
electrolysis or electrophoresis

8543.40 000 3 －電子たばこ及びこれに類する個人用の
電気的な気化用器具

NO －Electronic cigarettes and similar personal 
electric vaporizing devices

8543.70 000 1 －その他の機器 NO －Other machines and apparatus
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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

85.44 電気絶縁をした線、ケーブル（同軸ケー
ブルを含む。）その他の電気導体（エナメ
ルを塗布し又は酸化被膜処理をしたもの
を含むものとし、接続子を取り付けてあ
るかないかを問わない。）及び光ファイ
バーケーブル（個々に被覆したファイバー
から成るものに限るものとし、電気導体
を組み込んであるかないか又は接続子を
取り付けてあるかないかを問わない。）

Insulated (including enamelled or anodi-
sed) wire, cable (including co-axial cable) 
and other insulated electric conductors, 
whether or not fitted with connectors; 
optical fibre cables, made up of individu-
ally sheathed fibres, whether or not ass-
embled with electric conductors or fitted 
with connectors :

8544.70 －光ファイバーケーブル －Optical fibre cables :

100 1 －－ガラス製のもの KG －－Of glass

第88類　航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品 Chapter 88　Aircraft, spacecraft, and parts thereof

注
1　この類において、「無人航空機」とは、第88.01項の物品を除き、操縦
士が搭乗せずに飛ぶように設計した航空機をいう。無人航空機には、積
載物を運搬するように設計したもの又は恒久的に組み込まれたデジタ
ルカメラ若しくは飛行中に実用的機能を発揮可能なその他の装置を装
備したものを含む。

ただし、無人航空機には、専ら娯楽用に設計された飛行する玩具を含
まない（第95.03項参照）。

号注
1　第8802.11号から第8802.40号までにおいて、「自重」とは、正常に飛行
できる状態にある航空機の重量（乗務員、燃料及び装備品（据え付け
たものを除く。）の重量を除く。）をいう。

2　第8806.21号から第8806.24号まで及び第8806.91号から第8806.94号まで
において、「最大離陸重量」とは、その航空機が正常に離陸できる重量
の最大値（積載物、装置及び燃料の重量を含む。）をいう。

Note.
1.- For the purposes of this Chapter, the expression “unmanned aircraft” 

means any aircraft, other than those of heading 88.01, designed to 
be flown without a pilot on board. They may be designed to carry 
a payload or equipped with permanently integrated digital cameras 
or other equipment which would enable them to perform utilitarian 
functions during their flight.

The expression “unmanned aircraft”, however, does not 
cover flying toys, designed solely for amusement purposes (heading 
95.03).

Subheading Notes.
1.- For the purposes of subheadings 8802.11 to 8802.40, the expression 

“unladen weight” means the weight of the machine in normal flying 
order, excluding the weight of the crew and of fuel and equipment 
other than permanently fitted items of equipment.

2.- For the purposes of subheadings 8806.21 to 8806.24 and 8806.91 
to 8806.94, the expression “maximum take-off weight” means the 
maximum weight of the machine in normal flying order, at take-off, 
including the weight of payload, equipment and fuel.

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

88.02 その他の航空機（例えば、ヘリコプター
及び飛行機。第88.06項の無人航空機を
除く。）並びに宇宙飛行体（人工衛星を含
む。）及び打上げ用ロケット

Other aircraft (for example, helicopters, 
aeroplanes), except unmanned aircraft of
heading 88.06 ; spacecraft (including sat-
ellites) and suborbital and spacecraft lau-
nch vehicles :

－ヘリコプター －Helicopters :

8802.11 000 4 －－自重が2,000キログラム以下のもの NO KG －－Of an unladen weight not exceeding 
2,000kg
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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

88.06 無人航空機 Unmanned aircraft :

8806.10 000 4 －旅客の輸送用に設計したもの NO KG －Designed for the carriage of passengers

－その他のもの（遠隔制御飛行専用のも
のに限る。）

－Other, for remote-controlled flight only :

8806.21 000 0 －－最大離陸重量が250グラム以下のもの NO KG －－With maximum take-off weight not more 
than 250 g

8806.22 000 6 －－最大離陸重量が250グラムを超え7キ
ログラム以下のもの

NO KG －－With maximum take-off weight more than 
250 g but not more than 7 kg

8806.23 000 5 －－最大離陸重量が7キログラムを超え25
キログラム以下のもの

NO KG －－With maximum take-off weight more than 
7 kg but not more than 25 kg

8806.24 000 4 －－最大離陸重量が25キログラムを超え
150キログラム以下のもの

NO KG －－With maximum take-off weight more than 
25 kg but not more than 150 kg

8806.29 000 6 －－その他のもの NO KG －－Other

－その他のもの －Other :

8806.91 000 0 －－最大離陸重量が250グラム以下のもの NO KG －－With maximum take-off weight not more 
than 250 g

8806.92 000 6 －－最大離陸重量が250グラムを超え7キ
ログラム以下のもの

NO KG －－With maximum take-off weight more than 
250 g but not more than 7 kg

8806.93 000 5 －－最大離陸重量が7キログラムを超え25
キログラム以下のもの

NO KG －－With maximum take-off weight more than 
7 kg but not more than 25 kg

8806.94 000 4 －－最大離陸重量が25キログラムを超え
150キログラム以下のもの

NO KG －－With maximum take-off weight more than 
25 kg but not more than 150 kg

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, mea-
suring, checking, precision, medical or surgical
instruments and apparatus; parts and accesso-
ries thereof

注
1　この類には、次の物品を含まない。
(a) ～ (c)　（省略）
(d)　卑金属製又は貴金属製の鏡で光学用品でないもの（第83.06項及び

第71類参照）及び第70.09項のガラス鏡で光学的に研磨してないもの

(e) ～ (g)　（省略）
(h)　（前略）レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器（第85.26

項参照）、光ファイバー（束にしたものを含む。）用又は光ファイバー
ケーブル用の接続子（第85.36項参照）、第85.37項の数値制御用の機
器、第85.39項のシールドビームランプ並びに第85.44項の光ファイバー
ケーブル

Notes.
1.-This Chapter does not cover :
(a) ～ (c)　（省略）
(d) Glass mirrors, not optically worked, of heading 70.09, or mirrors of 

base metal or of precious metal, not being optical elements (heading 
83.06 or Chapter 71) ;

(e) ～ (g)　（省略）
(h)　（前略）radar apparatus, radio navigational aid apparatus or radio 

remote control apparatus (heading 85.26) ; connectors for optical 
fibres, optical fibre bundles or cables (heading 85.36) ; numerical 
control apparatus of heading 85.37 ; sealed beam lamp units of 
heading 85.39 ; optical fibre cables of heading 85.44 ;
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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

90.01 光ファイバー（束にしたものを含む。）、
光ファイバーケーブル（第85.44項のも
のを除く。）、偏光材料製のシート及び板
並びにレンズ（コンタクトレンズを含
む。）、プリズム、鏡その他の光学用品（材
料を問わないものとし、取り付けたもの
及び光学的に研磨してないガラス製のも
のを除く。）

Optical fibres and optical fibre bundles; 
optical fibre cables other than those of
heading 85.44; sheets and plates of pola-
rising material; lenses (including contact 
lenses), prisms, mirrors and other optical 
elements, of any material, unmounted, ot-
her than such elements of glass not opti-
cally worked :

9001.10 －光ファイバー（束にしたものを含む。）
及び光ファイバーケーブル

－Optical fibres, optical fibre bundles and 
cables :

100 1 －－ガラス製のもの KG －－Of glass

900 3 －－その他のもの KG －－Other

9001.20 000 3 －偏光材料製のシート及び板 KG －Sheets and plates of polarising material

9001.30 000 0 －コンタクトレンズ NO －Contact lenses

9001.40 000 4 －ガラス製の眼鏡用レンズ NO －Spectacle lenses of glass

9001.50 000 1 －その他の材料製の眼鏡用レンズ NO －Spectacle lenses of other materials

9001.90 000 3 －その他のもの KG －Other

90.02 レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品（材
料を問わないものとし、取り付けたもの
で機器に装着して又は機器の部分品とし
て使用するものに限り、光学的に研磨し
てないガラス製のものを除く。）

Lenses, prisms, mirrors and other optical 
elements, of any material, mounted, being 
parts of or fittings for instruments or app-
aratus, other than such elements of glass 
not optically worked :

－対物レンズ －Objective lenses :

9002.11 －－写真機用、映写機用、投影機用、写
真引伸機用又は写真縮小機用のもの

－－For cameras, projectors or photographic 
enlargers or reducers :

9002.19 000 2 －－その他のもの KG －－Other

9002.20 000 1 －フィルター DZ KG －Filters

9002.90 000 1 －その他のもの KG －Other
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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

85.26　レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器

（省略）
この項には、次の物品を含む。

（１）航行用無線機器（例えば、固定式又は回転式のアンテナを有するラジオビーコン及びラジオブイ並びに受信機（多重アンテナ又は指向性ア
ンテナを有するラジオコンパスを含む。））。これは、全地球的測位システム（GPS）受信機も含む。

関税率表解説（抜粋）
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第 2 問　輸入（納税）申告
実行関税率表（抜粋）

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

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 ; tra-
vel goods, handbags and similar containers ; art-
icles of animal gut (other than silk-worm gut)

注
1　（省略）
2　この類には、次の物品を含まない。
(a) ～ (d)　（省略）
(e)　第65類の帽子及びその部分品

注
1 ～ 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。
(a) ～ (h)　（省略）
(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。）

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

(a) ～ (d)　（省略） 
(e) Headgear or parts thereof of Chapter 65 ;

Notes.
1. ～ 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 :
(a) ～ (h)　（省略） 
(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.

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

39.25 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 sp-
ecified 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。）

5.8% 3.9% 無税
Free

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

3925.20 000 5 戸及び窓並びにこれらの枠並び
に戸の敷居

5.8% 3.9% 無税
Free

KG Doors, windows and their frames and thr-
esholds for doors

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

5.8% 4.8% 無税
Free

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

3925.90 000 5 その他のもの 5.8% 3.9% 無税
Free

KG Other

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 ot-
her materials of headings 39.01 to 39.14 :

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

5.8% 3.9% 無税
Free

KG Fittings for furniture, coachwork or the 
like
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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

42.03 衣類及び衣類附属品（革製又はコ
ンポジションレザー製のものに限
る。）

Articles of apparel and clothing accesso-
ries, of leather or of composition leather :

4203.10 衣類 Articles of apparel :

手袋、ミトン及びミット Gloves, mittens and mitts :

4203.21 特に運動用に製造したもの Specially designed for use in sports :

4203.29 その他のもの Other :

4203.30 ベルト及び負い革 Belts and bandoliers :

4203.40 その他の衣類附属品 Other clothing accessories :

100 5 1 毛皮をトリミングとして使用
したもの及び貴金属、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

40% 16% DZ
KG

1 Trimmed with furskin or 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

200 0 2 その他のもの 12 .5% 10% DZ
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

63.09
6309.00 000 3 中古の衣類その他の物品 7% 5.8% 無税

Free
KG Worn clothing and other worn articles

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 clo-
thing and worn textile articles ; rags

注
1 ～ 2　（省略）
3　第63.09 項には、次の物品のみを含む。

(a)　（省略） 
(b)　履物及び帽子で、石綿以外の材料のもの

ただし、第63.09項には、⒜又は⒝の物品で次のいずれの要件も満た
すもののみを含む。

(ⅰ)　使い古したものであることが外観から明らかであること。
(ⅱ)　ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装で提示す

ること。

Notes.
1. ～ 2.　（省略）
3.- Heading 63.09 applies only to the following goods :

(a)　（省略）
(b) Footwear and headgear of any material other than asbestos.

In order to be classified in this heading, the articles mentioned 
above must comply with both of the following requirements :

(ⅰ) they must show signs of appreciable wear, and
(ⅱ) they must be presented in bulk or in bales, sacks or similar 

packings.
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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

65.06 その他の帽子（裏張りしてあるか
ないか又はトリミングしてあるか
ないかを問わない。）

Other headgear, whether or not lined or tr-
immed :

6506.10 安全帽子 Safety headgear :

その他のもの Other :

6506.91 ゴム製又はプラスチック製の
もの

Of rubber or of plastics :

100 3 1 毛皮付きのもの 5.8% 4.8% 無税
Free

DZ
KG

1 Containing furskin

200 5 2 その他のもの 5.3% 4.4% 無税
Free

DZ
KG

2 Other

6506.99 その他の材料製のもの Of other materials :

100 2 1 革製のもの及び毛皮付きのもの 5.8% 4.8% 無税
Free

DZ
KG

1 Of leather or containing furskin

300 6 2 毛皮製のもの 6.6% 5.4% 無税
Free

DZ
KG

2 Of furskin

900 4 3 その他のもの 5.3% 4.4% 無税
Free

DZ
KG

3 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

67.01

6701.00 000 3 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部
分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿
毛並びにこれらの製品（この項に
は、第05.05項の物品並びに加工
した羽軸及び羽茎を含まない。）

4.6% 3.9% 無税
Free

KG Skins and other parts of birds with their 
feathers or down, feathers, parts of feath-
ers, down and articles thereof (other than 
goods of heading 05.05 and worked quills 
and scapes)

第65類　帽子及びその部分品

第67類　調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

Chapter 65　Headgear and parts thereof

Chapter 67　Prepared feathers and down and articles ma-
de of feathers or of down ; artificial flowers ; ar-
ticles of human hair

注
1　この類には、次の物品を含まない。
(a)　第63.09 項の中古の帽子

注
1　（省略）
2　第67.01 項には、次の物品を含まない。
(a)　羽毛又は鳥の綿毛を詰物としてのみ使用した物品（例えば、第

94.04 項の羽根布団）

Notes.
1.- This Chapter does not cover :
(a) Worn headgear of heading 63.09 ;

Notes.
1.　（省略）
2.- Heading 67.01 does not cover :
(a) Articles in which feathers or down constitute only filling or padding 

(for example, bedding of heading 94.04) ;
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第15部　卑金属及びその製品

第73類　鉄鋼製品

Section XV　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「汎用性の部分品」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（内科用、外科用、歯科用又は
獣医科用の物品で専らインプラントに使用するために特に設計され
たもの（第90.21項参照）を除く。）

(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)までに定める汎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。

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, other than articles specially designed 
for use exclusively in implants in medical, surgical, dental or 
veterinary sciences (heading 90.21) ;

(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.

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

73.08 構造物及びその部分品（鉄鋼製の
ものに限る。例えば、橋、橋げた、
水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、
戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッ
ター、手すり及び柱。第94.06項
のプレハブ建築物を除く。）並びに
構造物用に加工した鉄鋼製の板、
棒、形材、管その他これらに類す
る物品

Structures (excluding prefabricated build-
ings of heading 94.06) and parts of struc-
tures (for example, bridges and bridge-se-
ctions, lock-gates, towers, lattice masts, 
roofs, roofing frame-works, doors and win-
dows and their frames and thresholds for 
doors, shutters, balustrades, pillars and 
columns), of iron or steel ; plates, rods, an-
gles, shapes, sections, tubes and the like, 
prepared for use in structures, of iron or 
steel :

7308.10 000 4 橋及び橋げた 無税
Free

（無税）
（Free）

KG Bridges and bridge-sections

7308.20 000 1 塔及び格子柱 無税
Free

（無税）
（Free）

KG Towers and lattice masts

7308.30 000 5 戸及び窓並びにこれらの枠並び
に戸敷居

無税
Free

（無税）
（Free）

KG Doors, windows and their frames and thr-
esholds for doors

7308.40 000 2 足場用、枠組み用又は支柱用（坑
道用のものを含む。）の物品

無税
Free

（無税）
（Free）

KG Equipment for scaffolding, shuttering, pr-
opping or pit-propping

7308.90 その他のもの 無税
Free

（無税）
（Free）

Other :

010 4 －構造物及びその部分品 KG Structures and parts thereof

090 0 －その他のもの KG 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

74.18 食卓用品、台所用品その他の家庭
用品及びその部分品（銅製のもの
に限る。）、銅製の瓶洗い、ポリッ
シングパッド、ポリッシンググラ
ブその他これらに類する製品並び
に衛生用品及びその部分品（銅製
のものに限る。）

Table, kitchen or other household articles
and parts thereof, of copper ; pot scoure-
rs and scouring or polishing pads, gloves
and the like, of copper ; sanitary ware and
parts thereof, of copper :

7418.10 000 1 食卓用品、台所用品その他の家
庭用品及びその部分品並びに瓶
洗い、ポリッシングパッド、ポ
リッシンググラブその他これら
に類する製品

無税
Free

（無税）
（Free）

KG Table, kitchen or other household articl-
es and parts thereof ; pot scourers and 
scouring or polishing pads, gloves and 
the like

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

73.23 食卓用品、台所用品その他の家庭
用品及びその部分品（鉄鋼製のも
のに限る。）、鉄鋼のウール並びに
鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッ
ド、ポリッシンググラブその他こ
れらに類する製品

Table, kitchen or other household articles 
and parts thereof, of iron or steel ; iron or 
steel wool ; pot scourers and scouring or 
polishing pads, gloves and the like, of iron or 
steel :

7323.10 000 2 鉄鋼のウール及び鉄鋼製の瓶洗
い、ポリッシングパッド、ポリッ
シンググラブその他これらに類
する製品

無税
Free

（無税）
（Free）

KG Iron or steel wool ; pot scourers and sco-
uring or polishing pads, gloves and the
like

その他のもの Other :

7323.91 000 5 鋳鉄製のもの（ほうろう引き
のものを除く。）

無税
Free

（無税）
（Free）

KG Of cast iron, not enamelled

7323.92 000 4 鋳鉄製のもの（ほうろう引き
のものに限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

KG Of cast iron, enamelled

7323.93 000 3 ステンレス鋼製のもの 無税
Free

（無税）
（Free）

KG Of stainless steel

第74類　銅及びその製品 Chapter 74　Copper and articles thereof
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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

82.11 刃を付けたナイフ（剪定ナイフを
含み、のこ歯状の刃を有するか有
しないかを問わないものとし、第
82.08項のナイフを除く。）及びそ
の刃

Knives with cutting blades, serrated or not
(including pruning knives), other than kniv-
es of heading 82.08, and blades therefor :

8211.10 000 4 詰合せセット 4.4% 3.7% 無税
Free

NO Sets of assorted articles

その他のもの Other :

8211.91 000 0 テーブルナイフ（固定刃のも
のに限る。）

4.4% 3.7% 無税
Free

NO
KG

Table knives having fixed blades

8211.92 000 6 その他のナイフ（固定刃のも
のに限る。）

4.4% 3.7% 無税
Free

NO
KG

Other knives having fixed blades

8211.93 000 5 その他のナイフ（固定刃のも
のを除く。）

4.4% 3.7% 無税
Free

NO
KG

Knives having other than fixed blades

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-ser-
vers, fish-knives, butter-knives, sugar ton-
gs 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 le-
ast one article plated with precious me-
tal

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

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 ～ 2　（省略）
3　第82.11項の一以上のナイフとこれと同数以上の第82.15項の製品とを
セットにした製品は、第82.15 項に属する。

Notes.
1. ～ 2.　（省略）
3.- Sets consisting of one or more knives of heading 82.11 and at least 

an equal number of articles of heading 82.15 are to be classified in 
heading 82.15.
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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

83.02 卑金属製の帽子掛け、ブラケット
その他これらに類する支持具、取
付具その他これに類する物品（家
具、戸、階段、窓、日よけ、車体、
馬具、トランク、衣装箱、小箱そ
の他これらに類する物品に適する
ものに限る。）、取付具付きキャス
ター及びドアクローザー

Base metal mountings, fittings and similar 
articles suitable for furniture, doors, stairc-
ases, windows, blinds, coachwork, saddl-
ery, trunks, chests, caskets or the like ; 
base metal hat-racks, hat-pegs, brackets 
and similar fixtures ; castors with mount-
ings of base metal ; automatic door clos-
ers of base metal :

8302.10 000 4 ちようつがい 4.1% 2.7% 無税
Free

KG Hinges

8302.20 000 1 キャスター 4.1% 2.7% 無税
Free

KG Castors

8302.30 000 5 その他の取付具その他これに類
する物品（自動車に適するもの
に限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

KG Other mountings, fittings and similar arti-
cles suitable for motor vehicles

その他の取付具その他これに類
する物品

Other mountings, fittings and similar arti-
cles :

8302.41 000 1 建築物に適するもの 4.1% 2.7% 無税
Free

KG Suitable for buildings

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.

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、プフ及び枕。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 
similar furnishing (for example, mattresses, 
quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and 
pillows) fitted with springs or stuffed or in
ternally fitted with any material or of cellu-
lar rubber or plastics, whether or not cov-
ered :

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

9404.40 布団、ベッドスプレッド及び羽
根布団（コンフォーター）

4.6% 3.8% 無税
Free

Quilts, bedspreads, eiderdowns and duv-
ets (comforters) :

010 6 －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 2 －人造繊維のみを詰物に使用し
たもの

NO
KG

Stuffed solely with man-made fibres

090 2 －その他のもの NO
KG

Other

9404.90 000 2 その他のもの 4.6% 3.8% 無税
Free

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 supp-
orts, cushions and similar stuffed furnishings ;
luminaires and lighting fittings, not elsewhere
specified or included ; illuminated signs, illumina-
ted name-plates and the like ; prefabricated buil-
dings

注
1　この類には、次の物品を含まない。
(a) ～ (c)　（省略）
(d)　第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品（第15部参照）、プラス

チック製のこれに類する物品（第39類参照）及び第83.03項の金庫

Notes.
1.- This Chapter does not cover :
(a) ～ (c)　（省略）
(d) Parts of general use as defined in Note 2 to Section XV, of base 

metal (Section XV), or similar goods of plastics (Chapter 39), or 
safes of heading 83.03 ;
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第73類
鉄 鋼 製 品

第74類
銅及びその製品

第83類
各種の卑金属製品

73.23　食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品（鉄鋼製のものに限る。）、鉄鋼のウール並びに鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッ
ド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品

（省略）
（Ａ）食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品

（省略）
このグループには、次の物品を含む。

（１）　（省略）
（２）食卓用品

盆、皿、プレート、スープ皿、野菜皿、ソース入れ、砂糖入れ、バター皿、ミルク又はクリーム入れ、オードブル用皿、コーヒーポット及びパー
コレーター（加熱源を有する家庭用のものを除く。73.21）、ティーポット、カップ、マグ、タンブラー、卵入れ、フィンガーボウル、パン又
は果物の皿及びかご、ティーポット用の台、茶こし、薬味入れ、ナイフ置き、ワイン冷却用のバケツ等、ワイン給仕用の台、ナプキンリング、
テーブルクロスをはさむためのクリップ等

74.18　食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品（銅製のものに限る。）、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブ
その他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品（銅製のものに限る。）

（省略）
73.21項、73.23項及び73.24項の解説は、この項において準用する。

83.02　卑金属製の帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具、取付具その他これに類する物品（家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬
具、トランク、衣装箱、小箱その他これらに類する物品に適するものに限る。）、取付具付きキャスター及びドアクローザー

（省略）
この項には、次の物品を含む。

（Ａ）各種のちょうつがい（例えば、butt hinges、lift-off hinges、angle hinges、strap hinges及びgarnets）
（Ｂ）～（Ｃ）（省略）
（Ｄ）建築物用の取付具及びこれに類する物品

これらには、次の物品を含む。
（１）～（６）（省略）
（７）戸用の留金及びステープル、戸用のハンドル及びノブ（錠又は掛け金用のものを含む。）

関税率表解説（抜粋）






