
1 

旧品目表に基づく EPA 税率が適用される品目一覧表 

（注）2019 年欄中右の 10 桁コードは、NACCS 用品目コードを表します。 
2016 年欄、2011 年欄及び 2006 年欄中右の「ex」は、当該番号に対応して品名欄に掲げる品目には当該番号の品目の全てを含むも

のではないことを意味します。 

●2017 年から適用されるもの 

2019年 2016年 
シンガ 

ポール 

メキ 

シコ 

マレー 

シア 
チリ タイ 

インド 

ネシア 

ブル 

ネイ 

アセ 

アン 

フィリ 

ピン 
スイス 

ベト 

ナム 
インド ペルー 豪州 

モン 

ゴル 
TPP11 

0301.93-200† 0301.93-0016 0301.93-200  無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 0.6% 無税 無税 1.8% 無税 

0301.93-0020 0301.99-230 ex 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 0.6% 無税 無税 2.2% 無税 

0302.99-910† 0302.99-0030 0302.43-100 ex 非譲許 8.0% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 8.0% 非譲許 8.1% 

0302.99-0015 

0302.41-000 ex 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 8.1% 0302.51-000 ex 

0302.89-110 ex 

0302.99-0026 

0302.42-000 ex 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 8.7% 

0302.44-000 ex 

0302.45-000 ex 

0302.54-100 ex 

0302.55-000 ex 

0302.59-100 ex 

0302.89-190 ex 

0302.99-999† 
0302.99-8975 

0302.11-000 ex 
非譲許 非譲許 非譲許 無税 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 １.6% 非譲許 2.8% 

0302.13-012 ex 

0302.99-8964 
0302.13-011 ex 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 2.3% 
0302.13-019 ex 

0302.99-8931 0302.14-000 ex 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 2.9% 非譲許 2.8% 

0302.99-8920 

0302.19-000 ex 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 2.8% 0302.31-000 ex 

0302.34-000 ex 

0302.99-8916 

0302.21-000 ex 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 非譲許 無税 0.6% 無税 無税 2.2% 無税 

0302.22-000 ex 

0302.23-000 ex 

0302.24-000 ex 

0302.29-000 ex 

0302.99-8846 
0302.32-000 ex 

非譲許 無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 無税 非譲許 無税 
0302.33-000 ex 

0302.99-8813 0302.35-010 ex 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 2.3% 

0302.99-8791 
0302.35-020 ex 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 無税 非譲許 2.8% 
0302.39-000 ex 

0302.99-8780 0302.36-000 ex 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 1.9％ 非譲許 2.8% 

0302.99-8765 

0302.43-200 ex 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税  無税 0.6% 無税 無税 2.2% 無税 

0302.52-000 ex 

0302.53-000 ex 

0302.74-000 ex 

0302.89-294 ex 
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0302.99-999† 

0302.99-8754 

0302.46-000 ex 

非譲許 無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 無税 非譲許 非譲許 非譲許 無税 無税 2.2% 無税 

0302.56-000 ex 

0302.71-000 ex 

0302.72-000 ex 

0302.73-000 ex 

0302.79-000 ex 

0302.82-000 ex 

0302.83-000 ex 

0302.84-000 ex 

0302.89-293 ex 

0302.89-299 ex 

0302.99-8743 0302.47-000 ex 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 2.9% 非譲許 2.3% 

0302.99-8710 
0302.54-200 ex 

非譲許 無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 無税 非譲許 非譲許 非譲許 無税 無税 非譲許 無税 
0302.59-200 ex 

0302.99-8581 0302.89-291 ex 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 2.9% 非譲許 2.8% 

0302.99-8570 0302.89-292 ex 非譲許 無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 無税 非譲許 非譲許 非譲許 無税 無税 2.2% 2.8% 

0303.99-911† 
0303.99-8520 

0303.51-000 ex 
非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 無税 

0303.63-000 ex 

0303.99-8494 

0303.66-100 ex 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 4.0% 0303.67-000 ex 

0303.69-100 ex 

0303.99-8461 0303.89-110 ex 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 4.9% 

0303.99-919† 0303.99-0024 0303.53-100 ex 非譲許 8.0% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 8.0% 8.0% 非譲許 6.6% 

0303.99-0035 
0303.55-000 ex 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 8.7% 
0303.89-121 ex 

0303.99-0050 

0303.89-122 ex 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 8.1% 0303.89-123 ex 

0303.89-129 ex 

0303.99-999† 0303.99-0083 0303.11-000 ex 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 無税 

0303.99-0094 0303.12-010 ex 非譲許 非譲許 非譲許 無税 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 1.6% 非譲許 2.8% 

0303.99-8995 

0303.12-090 ex 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 2.3% 
0303.19-000 ex 

0303.41-000 ex 

0303.89-291 ex 

0303.99-8984 

0303.13-000 ex 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 2.8% 0303.44-000 ex 

0303.45-010 ex 

0303.99-8973 0303.14-000 ex 非譲許 非譲許 非譲許 無税 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 2.0% 1.6% 非譲許 2.8% 

 

  



3 

2019年 2016年 
シンガ 

ポール 

メキ 

シコ 

マレー 

シア 
チリ タイ 

インド 

ネシア 

ブル 

ネイ 

アセ 

アン 

フィリ 

ピン 
スイス 

ベト 

ナム 
インド ペルー 豪州 

モン 

ゴル 
TPP11 

0303.99-999† 

0303.99-8951 

0303.23-000 ex 

無税 無税 無税 無税 無税 非譲許 無税 無税 無税 非譲許 無税 非譲許 無税 無税 2.2% 無税 

0303.24-000 ex 

0303.25-000 ex 

0303.29-000 ex 

0303.56-000 ex 

0303.68-000 ex 

0303.69-200 ex 

0303.82-000 ex 

0303.89-231 ex 

0303.89-299 ex 

0303.99-8925 

0303.26-000 ex 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 0.6% 無税 無税 2.2% 無税 

0303.53-200 ex 

0303.64-000 ex 

0303.65-000 ex 

0303.66-200 ex 

0303.84-000 ex 

0303.89-294 ex 

0303.89-296 ex 

0303.99-8892 

0303.31-000 ex 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 非譲許 無税 0.6% 無税 無税 2.2% 無税 

0303.32-000 ex 

0303.33-000 ex 

0303.34-000 ex 

0303.39-000 ex 

0303.89-295 ex 

0303.99-8833 0303.42-000 ex 非譲許 無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 無税 非譲許 非譲許 非譲許 2.0% 無税 非譲許 無税 

0303.99-8822 0303.43-000 ex 非譲許 無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 無税 非譲許 非譲許 非譲許 2.0% 無税 非譲許 無税 

0303.99-8785 
0303.45-020 ex 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 無税 非譲許 2.8% 
0303.49-000 ex 

0303.99-8774 0303.46-000 ex 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 1.9% 非譲許 2.8% 

0303.99-8730 0303.57-000 ex 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 2.0% 2.0% 非譲許 2.8% 

0303.99-8656 0303.83-000 ex 非譲許 無税 非譲許 無税 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 0.6% 無税 2.2% 無税 

0303.99-8612 0303.89-292 ex 非譲許 無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 無税 非譲許 無税 非譲許 無税 無税 2.2% 2.8% 

0303.99-8590 0303.89-293 ex 非譲許 無税 無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 無税 非譲許 無税 非譲許 無税 無税 2.2% 無税 

0303.99-8553 
0303.89-297 ex 

無税 無税 無税 無税 無税 非譲許 無税 無税 無税 非譲許 無税 0.6% 無税 無税 2.2% 無税 
0303.89-298 ex 

0304.39-000† 0304.39-0015 0304.39-000  非譲許 無税 非譲許 無税 無税 非譲許 非譲許 3.5% 無税 非譲許 非譲許 非譲許 0.6% 無税 非譲許 無税 

0304.39-0026 0304.49-290 ex 非譲許 無税 非譲許 無税 無税 非譲許 非譲許 3.5% 無税 非譲許 非譲許 非譲許 0.6% 無税 2.2% 無税 

0307.42-010† 0307.42-0013 0307.41-010  非譲許 無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 無税 非譲許 無税 

0307.42-0024 0307.91-021  非譲許 無税 非譲許 非譲許 無税 非譲許 非譲許 3.5% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 無税 非譲許 無税 

0307.43-090† 0307.43-0023 0307.49-190  非譲許 3.0% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 3.0% 3.0% 非譲許 2.3% 

0307.43-0034 0307.99-129 ex 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 
4.0% 

※２ 

0307.49-210† 

※１ 

0307.49-0013 0307.49-210  非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 12.2% 

0307.49-0024 0307.99-391  非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 10.0% 

※１ 日EU協定上の原産品については、別途NACCS用品目コードが設定されています。NACCS掲示板を参照してください。 

※２ 暫定税率は3.5％ 
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0307.49-290† 0307.49-0035 0307.49-290  非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 12.2% 

0307.49-0046 0307.99-310  非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 10.0% 

1211.90-992† 1211.90-0023 1211.90-992  無税 非譲許 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

1211.90-0034 2008.99-259 ex 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 2.2% 2.2% 3.0% 3.0% 
8.0% 

※３ 

1211.90-999† 1211.90-0045 1211.90-999  無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

1211.90-0056 1404.90-499 ex 無税 非譲許 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

1211.90-0060 2008.99-259 ex 無税 

りんご以

外のもの 

無税 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 2.2% 2.2% 2.5% 2.5% 
8.0% 

※４ 

1211.90-0012 2008.99-259 ex ― 
りんご 

非譲許 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

1605.54-100† 1605.54-0016 
1605.54-011 ex 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 6.7% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 
8.5% 

※５ 1605.59-111 ex 

1605.54-0020 
1605.54-019 ex 

非譲許 6.7% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 6.7% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 4.0% 4.0% 非譲許 
8.5% 

※５ 1605.59-119 ex 

1605.54-0031 
1605.54-091 ex 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 
8.5% 

※５ 1605.59-191 ex 

1605.54-0042 
1605.54-099 ex 

非譲許 6.7% 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 6.7% 無税 非譲許 5.5% 非譲許 5.0% 2.6% 非譲許 
7.0% 

※５ 1605.59-199 ex 

4408.39-110† 

 

4408.39-0011 4408.39-110  無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 0.7% 無税 無税 無税 

4408.39-0022 4408.90-110 ex 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 0.7% 0.7% 無税 無税 無税 

4408.39-120† 

 

4408.39-0033 4408.39-120  無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 0.7% 無税 無税 無税 

4408.39-0044 4408.90-120 ex 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 0.7% 0.7% 無税 無税 無税 

4408.39-910† 

 

4408.39-0055 4408.39-910  無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 0.5% 0.5% 無税 無税 無税 

4408.39-0066 4408.90-610 ex 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 0.5% 無税 無税 無税 無税 

6005.35-000† 

 

6005.35-0013 6005.31-000 ex 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 2.0% 無税 無税 

6005.35-0024 

6005.32-000 ex 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 6005.33-000 ex 

6005.34-000 ex 

 
 
 
 
 

※３ 基本税率は3％ 

※４ 基本税率は2.5％ 
※５ 基本税率は6.7％ 
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●2012 年から適用されるもの 

2019年／2016年 2011年 シンガポール メキシコ タイ アセアン フィリピン スイス ベトナム ペルー 

0305.71-090† 0305.71-0016 0305.59-090 ex 非譲許 無税 無税 10.5% 無税 非譲許 無税 無税 

0305.71-0020 0305.69-090 ex 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 

0714.40-200† 0714.40-0013 0714.90-210  無税 非譲許 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

0714.40-0024 0714.90-290 ex 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

2710.20-143† 2710.20-0032 2710.11-143 ex 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

2710.20-0043 2710.19-143 ex 非譲許 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

2710.20-149† 2710.20-0054 2710.11-149 ex 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

2710.20-0065 2710.19-149 ex 非譲許 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

2710.20-159† 2710.20-0076 2710.11-159 ex 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

2710.20-0080 2710.19-159 ex 非譲許 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

2852.90-290† 

2852.90-0035 

2934.99-099 ex 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 3201.90-100 ex 

3824.90-999 ex 

2852.90-0050 

3501.90-000 ex 

無税 非譲許 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

3502.90-000 ex 

3504.00-021 ex 

3504.00-029 ex 

 2934.99-099 ex 

医薬品関税相互撤廃該当品目でWTO協定国を原産地とするもの 無税 2852.90-0024 3504.00-029 ex 

 3824.90-999 ex 

4101.90-212† 4101.90-0014 4101.20-212 ex 非譲許 無税 無税 無税 無税 無税 無税 2.2% 

4101.90-0025 4101.90-212  非譲許 無税 無税 5.0% 無税 5.0% 5.0% 2.2% 
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●2012 年以前から適用されており、継続されるもの 
2019年／2016年／2011年 2006年 品名 メキシコ マレーシア チリ タイ インドネシア アセアン フィリピン 

4410.11-190† 4410.11-0014 4410.33-010 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、
オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
プラスチック製の装飾積層板で表面を被覆したもの 

板状のもの 

無税 無税 非譲許 無税 無税 無税 無税 

 
4410.11-0025 4410.39-010 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
その他のもの 

板状のもの 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

4410.11-900† 4410.11-0036 4410.31-020 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、
オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
加工してないもの又はやすりがけを超える加工をし
てないもの 

その他のもの 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

  
4410.32-020 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
メラミンを染み込ませた紙で表面を被覆したもの 

その他のもの 

       

 
4410.11-0040 4410.33-020 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
プラスチック製の装飾積層板で表面を被覆したもの 

その他のもの 

無税 無税 非譲許 無税 無税 無税 無税 

 
4410.11-0051 4410.39-020 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
その他のもの 

その他のもの 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

4410.12-900† 4410.12-0013 4410.21-020 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、
オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード（木
材のものに限る。） 

加工してないもの又はやすりがけを超える加工をし
てないもの 

その他のもの 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

 
4410.12-0024 4410.29-020 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード（木
材のものに限る。） 

その他のもの 
その他のもの 

無税 無税 非譲許 無税 無税 無税 無税 
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2019年／2016年／2011年 2006年 品名 メキシコ マレーシア チリ タイ インドネシア アセアン フィリピン 

4410.19-100† 4410.19-0013 4410.21-010 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、
オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード（木
材のものに限る。） 

加工してないもの又はやすりがけを超える加工をし
てないもの 

板状のもの 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

  
4410.31-010 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
加工してないもの又はやすりがけを超える加工をし
てないもの 

板状のもの 

       

  
4410.32-010 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
メラミンを染み込ませた紙で表面を被覆したもの 

板状のもの 

       

 
4410.19-0024 4410.29-010 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード（木
材のものに限る。） 

その他のもの 
板状のもの 

無税 無税 非譲許 無税 無税 無税 無税 

  
4410.33-010 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
プラスチック製の装飾積層板で表面を被覆したもの 

板状のもの 

       

 
4410.19-0035 4410.39-010 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
その他のもの 

板状のもの 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

4410.19-900† 4410.19-0046 4410.21-020 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、
オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード（木
材のものに限る。） 

加工してないもの又はやすりがけを超える加工をし
てないもの 

その他のもの 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

  
4410.31-020 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
加工してないもの又はやすりがけを超える加工をし
てないもの 

その他のもの 

       

  
4410.32-020 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
メラミンを染み込ませた紙で表面を被覆したもの 

その他のもの 
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2019年／2016年／2011年 2006年 品名 メキシコ マレーシア チリ タイ インドネシア アセアン フィリピン 

 
4410.19-0050 4410.29-020 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード（木
材のものに限る。） 

その他のもの 
その他のもの 

無税 無税 非譲許 無税 無税 無税 無税 

  
4410.33-020 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
プラスチック製の装飾積層板で表面を被覆したもの 

その他のもの 

       

 
4410.19-0061 4410.39-020 ex パーティクルボードその他これに類するボード（例えば、

オリエンテッドストランドボード及びウェファーボード）（木
材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その
他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな
い。） 

その他のもの（木材のものに限る。） 
その他のもの 

その他のもの 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

4411.94-000† 4411.94-0013 4411.31-000 ex 繊維板（木材その他の木質の材料のものに限るものとし、
樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問
わない。） 

繊維板（密度が 1 立方センチメートルにつき 0.35 グラ
ムを超え 0.5 グラム以下のものに限る。） 

機械加工をしておらず、かつ、表面を被覆してない
もの 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

  
4411.39-000 ex 繊維板（木材その他の木質の材料のものに限るものとし、

樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問
わない。） 

繊維板（密度が1立方センチメートルにつき0.35グラム
を超え0.5グラム以下のものに限る。） 

その他のもの 

       

4411.94-0024 4411.91-000   繊維板（木材その他の木質の材料のものに限るものとし、
樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問
わない。） 

その他のもの 
機械加工をしておらず、かつ、表面を被覆してない
もの 

無税 無税 非譲許 無税 無税 無税 無税 

  
4411.99-000   繊維板（木材その他の木質の材料のものに限るものとし、

樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問
わない。） 

その他のもの 
その他のもの 

       

4412.10-211† 4412.10-0011 4412.13-211 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ
リメートル以下のものに限る。） 

少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材（第44類の号
注1のものに限る。）のもの 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 5.0% 非譲許 

 
4412.10-0022 4412.14-011 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ

リメートル以下のものに限る。） 
その他のもの（少なくとも一の外面の単板が針葉樹以
外のものに限る。） 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 6.0% 非譲許 

  
4412.19-011 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ

リメートル以下のものに限る。） 
その他のもの 

       

4412.10-219† 4412.10-0033 4412.13-219 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ
リメートル以下のものに限る。） 

少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材（第44類の号
注1のものに限る。）のもの 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 5.0% 非譲許 

 
4412.10-0044 4412.14-019 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ

リメートル以下のものに限る。） 
その他のもの（少なくとも一の外面の単板が針葉樹以
外のものに限る。） 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 6.0% 非譲許 

  
4412.19-019 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ

リメートル以下のものに限る。） 
その他のもの 
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2019年／2016年／2011年 2006年 品名 メキシコ マレーシア チリ タイ インドネシア アセアン フィリピン 

4412.10-291† 4412.10-0055 4412.13-221 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ
リメートル以下のものに限る。） 

少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材（第44類の号
注1のものに限る。）のもの 

厚さが3ミリメートル未満のもの 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 5.0% 非譲許 

  
4412.13-229 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ

リメートル以下のものに限る。） 
少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材（第44類の号
注1のものに限る。）のもの 

厚さが3ミリメートル以上6ミリメートル未満のもの 

       

 
4412.10-0066 4412.14-031 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ

リメートル以下のものに限る。） 
その他のもの（少なくとも一の外面の単板が針葉樹以
外のものに限る。） 

厚さが3ミリメートル未満のもの 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 6.0% 非譲許 

  
4412.14-039 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ

リメートル以下のものに限る。） 
その他のもの（少なくとも一の外面の単板が針葉樹以
外のものに限る。） 

厚さが3ミリメートル以上6ミリメートル未満のもの 

       

  
4412.19-021 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ

リメートル以下のものに限る。） 
その他のもの 

厚さが6ミリメートル未満のもの 

       

4412.10-299† 4412.10-0070 4412.13-231 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ
リメートル以下のものに限る。） 

少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材（第44類の号
注1のものに限る。）のもの 

厚さが6ミリメートル以上12ミリメートル未満のもの 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 5.0% 非譲許 

  
4412.13-233 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ

リメートル以下のものに限る。） 
少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材（第44類の号
注1のものに限る。）のもの 

厚さが12ミリメートル以上24ミリメートル未満のもの 

       

  
4412.13-240 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ

リメートル以下のものに限る。） 
少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材（第44類の号
注1のものに限る。）のもの 

厚さが24ミリメートル以上のもの 

       

 
4412.10-0081 4412.14-041 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ

リメートル以下のものに限る。） 
その他のもの（少なくとも一の外面の単板が針葉樹以
外のものに限る。） 

厚さが6ミリメートル以上12ミリメートル未満のもの 

非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 6.0% 非譲許 

  
4412.14-042 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ

リメートル以下のものに限る。） 
その他のもの（少なくとも一の外面の単板が針葉樹以
外のものに限る。） 

厚さが12ミリメートル以上24ミリメートル未満のもの 

       

4412.14-049 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ
リメートル以下のものに限る。） 

その他のもの（少なくとも一の外面の単板が針葉樹以
外のものに限る。） 

厚さが24ミリメートル以上のもの 

       

4412.19-023 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ
リメートル以下のものに限る。） 

その他のもの 
厚さが6ミリメートル以上12ミリメートル未満のもの 

4412.19-024 ex 合板（木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミ
リメートル以下のものに限る。） 

その他のもの 
厚さが12ミリメートル以上のもの 
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4412.10-990† 4412.10-0092 4412.22-090 ex 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 
その他のもの（少なくとも一の外面の単板が針葉樹以
外のものに限る。） 

少なくとも一の単板が熱帯産木材（この類の号注1の
ものに限る。）のもの 

その他のもの 

無税 無税 非譲許 非譲許 無税 5.0% 非譲許 

  
4412.23-090 ex 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 

その他のもの（少なくとも一の外面の単板が針葉樹以
外のものに限る。） 

その他のもの（少なくとも一層がパーティクルボード
のものに限る。） 

その他のもの 

       

  
4412.29-090 ex 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 

その他のもの（少なくとも一の外面の単板が針葉樹以
外のものに限る。） 

その他のもの 
その他のもの 

       

  
4412.92-090 ex 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 

その他のもの 
少なくとも一の単板が熱帯産木材（この類の号注1の
ものに限る。）のもの 

その他のもの 

       

 
4412.10-8993 4412.93-090 ex 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 

その他のもの 
その他のもの（少なくとも一層がパーティクルボード
のものに限る。） 

その他のもの 

非譲許 無税 非譲許 非譲許 無税 5.0% 非譲許 

  
4412.99-090 ex 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 

その他のもの 
その他のもの 

その他のもの 

       

4412.94-900† 4412.94-0011 4412.22-090 ex 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 
その他のもの（少なくとも一の外面の単板が針葉樹以
外のものに限る。） 

少なくとも一の単板が熱帯産木材（この類の号注1の
ものに限る。）のもの 

その他のもの 

無税 無税 非譲許 非譲許 無税 5.0% 非譲許 

  
4412.23-090 ex 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 

その他のもの（少なくとも一の外面の単板が針葉樹以
外のものに限る。） 

その他のもの（少なくとも一層がパーティクルボード
のものに限る。） 

その他のもの 

       

  
4412.29-090 ex 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 

その他のもの（少なくとも一の外面の単板が針葉樹以
外のものに限る。） 

その他のもの 
その他のもの 

       

  
4412.92-090 ex 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 

その他のもの 
少なくとも一の単板が熱帯産木材（この類の号注1の
ものに限る。）のもの 

その他のもの 

       

 
4412.94-0022 4412.93-090 ex 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 

その他のもの 
その他のもの（少なくとも一層がパーティクルボード
のものに限る。） 

その他のもの 

非譲許 無税 非譲許 非譲許 無税 5.0% 非譲許 

  
4412.99-090 ex 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 

その他のもの 
その他のもの 

その他のもの 

       

6402.99-021† 6402.99-0031 6402.30-000 ex その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製の
ものに限る。) 

その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するも
のに限る。) 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

6402.99-0042 6402.99-021   その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製の
ものに限る。) 

その他の履物 
その他のもの 

サンダル 
 かかとをストラップ又はバックルで覆わないもの 

無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 10.0% 非譲許 
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6402.99-029† 6402.99-0053 6402.30-000 ex その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製の
ものに限る。) 

その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するも
のに限る。) 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

6402.99-0064 6402.99-029   その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製の
ものに限る。) 

その他の履物 
その他のもの 

サンダル 
 その他のもの 

無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 10.0% 非譲許 

6402.99-090† 6402.99-0075 6402.30-000 ex その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製の
ものに限る。) 

その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するも
のに限る。) 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

6402.99-0086 6402.99-090   その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製の
ものに限る。) 

その他の履物 
その他のもの 

その他のもの 

無税 非譲許 非譲許 非譲許 非譲許 10.0% 非譲許 

6403.51-029† 6403.51-0013 6403.30-012 ex 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ
ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 

履物（ベース又はプラットホームが木製のものに限るも
のとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有す
るものを除く。） 

本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製の
もの（スリッパその他の室内用履物を除く。） 

無税 無税 無税 無税 無税 5.0% 無税 

6403.51-0024 6403.51-029   履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ
ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 

その他の履物（本底が革製のものに限る。） 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

6403.59-019† 6403.59-0012 6403.30-029 ex 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ
ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 

履物（ベース又はプラットホームが木製のものに限るも
のとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有す
るものを除く。） 

その他のもの 

無税 無税 無税 無税 無税 5.0% 無税 

6403.59-0023 6403.59-019   履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ
ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 

その他の履物（本底が革製のものに限る。） 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

6403.59-104† 6403.59-0034 6403.30-012 ex 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ
ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 

履物（ベース又はプラットホームが木製のものに限るも
のとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有す
るものを除く。） 

本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製の
もの（スリッパその他の室内用履物を除く。） 

無税 無税 無税 無税 無税 5.0% 無税 

 
6403.59-0045 6403.59-104   履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ

ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 
その他の履物（本底が革製のものに限る。） 

その他のもの 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

6403.59-105† 6403.59-0056 6403.30-012 ex 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ
ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 

履物（ベース又はプラットホームが木製のものに限るも
のとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有す
るものを除く。） 

本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製の
もの（スリッパその他の室内用履物を除く。） 

無税 無税 無税 無税 無税 5.0% 無税 

 
6403.59-0060 6403.59-105   履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ

ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 
その他の履物（本底が革製のものに限る。） 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

6403.91-019† 6403.91-0015 6403.30-012 ex 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ
ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 

履物（ベース又はプラットホームが木製のものに限るも
のとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有す
るものを除く。） 

本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製の
もの（スリッパその他の室内用履物を除く。） 

無税 無税 無税 無税 無税 5.0% 無税 

 
6403.91-0026 6403.91-019   履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ

ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 
その他の履物 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

6403.91-029† 6403.91-0030 6403.30-029 ex 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ
ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 

履物（ベース又はプラットホームが木製のものに限るも
のとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有す
るものを除く。） 

その他のもの 
その他のもの 

無税 無税 無税 無税 無税 5.0% 無税 

 
6403.91-0041 6403.91-029   履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ

ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 
その他の履物 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 
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6403.99-015† 6403.99-0014 6403.30-012 ex 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ
ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 

履物（ベース又はプラットホームが木製のものに限るも
のとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有す
るものを除く。） 

本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製の
もの（スリッパその他の室内用履物を除く。） 

無税 無税 無税 無税 無税 5.0% 無税 

 
6403.99-0025 6403.99-015   履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ

ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 
その他の履物 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

6403.99-016† 6403.99-0036 6403.30-012 ex 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ
ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 

履物（ベース又はプラットホームが木製のものに限るも
のとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有す
るものを除く。） 

本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製の
もの（スリッパその他の室内用履物を除く。） 

無税 無税 無税 無税 無税 5.0% 無税 

 
6403.99-0040 6403.99-016   履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ

ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 
その他の履物 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 

6403.99-029† 6403.99-0051 6403.30-029 ex 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ
ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 

履物（ベース又はプラットホームが木製のものに限るも
のとし、中敷き又は保護用の金属製トーキャップを有す
るものを除く。） 

その他のもの 

無税 無税 無税 無税 無税 5.0% 無税 

 
6403.99-0062 6403.99-029   履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジ

ションレザー製で、甲が革製のものに限る。） 
その他の履物 

無税 無税 無税 無税 無税 無税 無税 
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