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第１部
　

動物（生きているものに限る。）
及び動物性生産品

Section I
 

Live animals; animal products

注 Notes.
1 　この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される
場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。

1 .– Any reference in this Section to a particular genus or species of an 
animal, except where the context otherwise requires, includes a 
reference to the young of that genus or species.

2 　この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈さ
れる場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥
したものを含む。

2 .– Except where the context otherwise requires, throughout the No-
menclature any reference to “dried” products also covers products 
which have been dehydrated, evaporated or freeze-dried.

備考 Additional Notes.
1 　第１類及び第２類において馬には、しま馬を含まない。 1 .– In Chapters 1 and 2 , the word “horses” does not include zebras.
2 　第１類から第16類までにおいて牛には、水牛を含み、豚に
は、いのししを含む。

2 .– In Chapters 1 to 16 , the word “bovine” includes buffaloes and the 
word “swine” includes wild boars.

第１類  動物（生きているものに限る。） Chapter 1 Live animals

注 Note.
1 　この類には、次の物品を除くほか、すべての動物（生きて
いるものに限る。）を含む。

1 .– This Chapter covers all live animals except :

 （a）　第03 .01項、第03 .06項、第03 .07項又は第03 .08項の魚並
びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

 (a) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, 
of heading 03 .01 , 03 .06 , 03 .07 or 03 .08 ;

 （b）　第30 .02項の培養微生物その他の物品  (b) Cultures of micro-organisms and other products of heading 
30 .02 ; and

 （c）　第95 .08項の動物  (c) Animals of heading 95 .08 .
備考 Additional Note.
1 　第01.02項及び第0103 .10号の「純粋種の繁殖用のもの」と
は、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令
で定めるところにより証明されたものをいう。

1 .– The expression “pure-bred breeding animals” in heading 01 .02 and 
subheading 0103 .10 covers only animals certified as being pure 
bred of a recognized breed and to be used for ameliorative multi-
plication by the means stipulated by a Cabinet Order.

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 　

01 .01 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー（生きて
いるものに限る。）

Live horses, asses, mules and hinnies :

   馬   Horses :

0101 .21    純粋種の繁殖用のもの   Pure-bred breeding animals :

100 3  1  サラブレッド種、サラブレッ
ド系種、アラブ種、アングロ
アラブ種又はアラブ系種の馬
（以下この項において「軽種
馬」という。）以外のものであ
る旨が関税定率法施行令（以
下この類において「政令」とい
う。）で定めるところにより証
明されたもの

無税
Free

（無税）
（Free）

NO  1  Certified as being those other than 
Thoroughbred, Thoroughbred-grade, 
Arab, Anglo-Arab or Arab-grade 
horses (hereinafter referred to as 

“light-breed horses”) in accordance 
with the provisions of the Cabinet Or-
der for Enforcement of the Customs 
Tariff Law (hereinafter referred to as 

“Cabinet Order”)

 2  その他のもの  2  Other :

210 1  （1）  軽種馬（競馬の競走用以
外の用途に供するもので
あり、かつ、妊娠してい
ないものである旨が政令
で定めるところにより証
明されたものに限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

NO  ( 1 )  “Light-breed horses” certified as 
being those used for purposes 
other than horse-race and as be-
ing not pregnant in accordance 
with the provisions of a Cabinet 
Order

290 4  （2）  その他のもの 4 ,000 ,000円/
頭
4 ,000 ,000yen/
each

3 ,400 ,000円/
頭
3 ,400 ,000yen/
each

×無税
Free

NO  ( 2 )  Other

0101 .29    その他のもの   Other :

（注） 01 .01♪ 家畜伝染病予防法  
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律

（Note） 01 .01♪ Domestic Animal Infectious Disease Control Law  
Laws Concerning the Prevention of Infections and Medical 
Treatment for Infected Persons

（23 頁）
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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 　

(0301 .99 ) 210 6  （1）  にしん（クルペア属のも
の）、たら（ガドゥス属、
テラグラ属又はメルルシ
ウス属のもの）、ぶり（セ
リオーラ属のもの）、さ
ば（スコムベル属のも
の）、いわし（エトルメウ
ス属、サルディノプス属
又はエングラウリス属の
もの）、あじ（トラクルス
属又はデカプテルス属の
もの）及びさんま（コロラ
ビス属のもの）

10％ KG  ( 1 )  Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus 
spp., Theragra spp. and Merluc-
cius spp.), Buri (Seriola spp.), 
Saba (Scomber spp.), Iwashi 
(Etrumeus spp., Sardinops spp. 
and Engraulis spp.), Aji (Tra-
churus spp. and Decapterus spp.) 
and Samma (Cololabis spp.)

 （2）  その他のもの 5％ 3 .5％ ×無税
Free

 ( 2 )  Other :

220 2    － ひらめ（パラリクティ
ス属のもの）

KG   Hirame (Paralichthys spp.)

290 †    － その他のもの KG   Other

03 .02 魚（生鮮のもの及び冷蔵したものに
限るものとし、第 03 .04項の魚の
フィレその他の魚肉を除く。）

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets 
and other fish meat of heading 03 .04 :

   さけ科のもの（第0302 .91号から
第0302 .99号までの食用の魚のく
ず肉を除く。）

  Salmonidae, excluding edible fish offal of 
subheadings 0302 . 91 to 0302 . 99 :

0302 .11 000 1    ます（サルモ・トルタ、オンコ
ルヒュンクス・ミキス、オンコ
ルヒュンクス・クラルキ、オン
コルヒュンクス・アグアボニタ、
オンコルヒュンクス・ギラエ、
オンコルヒュンクス・アパケ及
びオンコルヒュンクス・クリソ
ガステル）

5％ 3 .5％ ×無税
Free

KG   Trout (Salmo trutta , Oncorhynchus 
mykiss , Oncorhynchus clarki , Oncorhyn-
chus aguabonita , Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache and Oncorhyn-
chus chrysogaster)

0302 .13    太平洋さけ（オンコルヒュンク
ス・ネルカ、オンコルヒュンク
ス・ゴルブスカ、オンコルヒュ
ンクス・ケタ、オンコルヒュン
クス・トスカウィトスカ、オン
コルヒュンクス・キストク、オ
ンコルヒュンクス・マソウ及び
オンコルヒュンクス・ロデュル
ス）

5％ 3 .5％ ×無税
Free

  Pacific salmon (Oncorhynchus nerka , 
Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhyn-
chus keta , Oncorhynchus tschawytscha , 
Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus 
masou and Oncorhynchus rhodurus) :

（注） 03 .02♪ 食品衛生法 （Note） 03 .02♪ Food Sanitation Law
03 .02のうち♪ 生鮮又は冷蔵のにしん（クルペア属のもの）、たら

（ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属の
もの）及びその卵、ぶり（セリオーラ属のもの）、
さば（スコムベル属のもの）、いわし（エトルメウ
ス属、サルディノプス属又はエングラウリス属の
もの）、あじ（トラクルス属又はデカプテルス属の
もの）及びさんま（コロラビス属のもの）　IQ　  
さけ及びます（中華人民共和国、北朝鮮及び台湾
を原産地又は船積地域とするもの）　二号承認　  
くろまぐろ（トゥヌス・ティヌスに限る。）（大西洋
又は地中海において蓄養された生鮮又は冷蔵のも
ので、輸入公表三の９の（2）に掲げる国を除く国
又は地域を原産地とするもの）　二号承認　  
くろまぐろ（生鮮又は冷蔵のもので、二号承認を
要するもの以外のもの）　通関時確認　  
めかじき（生鮮又は冷蔵のもので、二号承認を要
するもの以外のもの）　通関時確認　  
みなみまぐろ（生鮮又は冷蔵のもので、輸入公表
三の９の（6）に掲げる国を除く国又は地域を原産
地とするもの）　二号承認　  
みなみまぐろ（生鮮又は冷蔵のもので、二号承認
を要するもの以外のもの）　通関時確認  
　  
めろ（生鮮又は冷蔵のもので、二号承認を要する
もの以外のもの）　事前確認　  
まぐろ（びん長まぐろ、くろまぐろ、みなみまぐ
ろ及びめばちまぐろを除くものとし、生鮮及び冷
蔵のものに限る。）又はかじき（めかじきを除くも
のとし、生鮮及び冷蔵のものに限る。）で船舶によ
り輸入するもの　事前確認　  
魚（本邦の区域に属さない海面を船積地域とする
もの）　二号承認

ex 03 .02♪ Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. and 
Merluccius spp.) and its hard roes, Buri (Seriola spp.), Saba 
(Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. and 
Engraulis spp.), Aji (Trachurus spp., Decapterus spp.) and 
Samma (Cololabis spp.), fresh or chilled : IQ  
  
   
Salmon and Trout, originated in or shipped from China, 
North Korea and Taiwan : Item 2 Approval   
Bluefin tunas (Thunnus thynnus), fresh or chilled, breeded 
in Atlantic Ocean or Mediterranean Sea, originated in coun-
tries or areas excluding those listed import public anounce-
ment 3 9 -(2 ) : Item 2 Approval   
Bluefin tunas, fresh or chilled, excluding those for which are 
required by Item 2 Approval : Confirmation at Clearance   
Swordfish, fresh or chilled, excluding those for which are re-
quired by Item 2 Approval : Confirmation at Clearance   
Southern bluefin tunas, fresh or chilled, originated in coun-
tries or areas excluding those listed import public anounce-
ment 3 9 -(6 ) : Item 2 Approval   
Southern bluefin tunas, fresh or chilled, excluding those for 
which are required by Item 2 Approval : Confirmation at 
Clearance   
Toothfish, fresh or chilled, excluding those for which are re-
quired by Item 2 Approval : Prior Confirmation   
Tunas (excluding albacore or longfinned tunas, bluefin tunas, 
southern bluefin tunas and bigeye tunas) and marlins, sail-
fishes, spearfish (excluding swordfish), fresh or chilled, im-
ported by ship : Prior Confirmation  
   
Fish, shipped from outside of Japanese water : Item 2 Ap-
proval

（255 頁）
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Ｎ 

Ａ 
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Ｃ 
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用

品　　　　　　　　　名
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Unit

Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential　

暫　定

Tempo-
rary 　

2707 .20 000 5    トルオール（トルエン） 無税
Free

（無税）
（Free）

KG   Toluol (toluene)

2707 .30 000 2    キシロール（キシレン） 無税
Free

（無税）
（Free）

KG   Xylol (xylenes)

2707 .40 000 6    ナフタレン 3％ 2 .5％ 無税
Free

KG   Naphthalene

2707 .50 000 3    その他の芳香族炭化水素混合物
で、ISO 3405の方法（ASTM D 86
の方法と同等の方法）による温度
250度における減失量加算留出容
量が全容量の65％以上のもの

無税
Free

（無税）
（Free）

KG   Other aromatic hydrocarbon mixtures of 
which 65 % or more by volume (including 
losses) distils at 250℃ by the ISO 3405 
method (equivalent to the ASTM D 86 
method)

   その他のもの   Other :

2707 .91 000 4    クレオソート油 無税
Free

（無税）
（Free）

KG   Creosote oils

2707 .99 000 3    その他のもの 無税
Free

（無税）
（Free）

KG   Other

27 .08 ピッチ及びピッチコークス（コール
タールその他の鉱物性タールから得
たものに限る。）

Pitch and pitch coke, obtained from coal tar 
or from other mineral tars :

2708 .10 000 6    ピッチ 無税
Free

（無税）
（Free）

MT   Pitch

2708 .20 000 3    ピッチコークス 無税
Free

（無税）
（Free）

MT   Pitch coke

27 .09

2709 .00 石油及び歴青油（原油に限る。） 無税
Free

Petroleum oils and oils obtained from bitumi-
nous minerals, crude :

100 2 － エチレン、プロピレン、ブチレン、
ブタジエン、ベンゼン、トルエン、
キシレン又は石油樹脂を製造する
ため、オレフィン製造設備（エチ
レンの製造を主たる目的とするも
のに限る。）の分解炉で熱分解用に
供されるもの

KL
KG

  Intended for cracking at pyrolytic furnac-
es in olefin production facilities, principally 
used in the manufacture of ethylene, to 
manufacture ethylene, propylene, butylene, 
butadiene, benzene, toluene, xylenes or pe-
troleum resins

900 4 － その他のもの KL
KG

  Other

27 .10 石油及び歴青油（原油を除く。）、こ
れらの調製品（石油又は歴青油の含
有量が全重量の70％以上のもので、
かつ、石油又は歴青油が基礎的な成
分を成すものに限るものとし、他の
項に該当するものを除く。）並びに廃
油

Petroleum oils and oils obtained from bitumi-
nous minerals, other than crude ; prepara-
tions not elsewhere specified or included, 
containing by weight 70 % or more of petro-
leum oils or of oils obtained from bituminous 
minerals, these oils being the basic constitu-
ents of the preparations ; waste oils :

（注） 27 .09♪ 石油石炭税法　2 ,800円/kl  
石油の備蓄の確保等に関する法律

（Note） 27 .09♪ Petroleum and Coal Tax Law 2 , 800yen/kl  
Law of the Quality Control of Gasoline and Other Fuels

27 .10♪ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律（流動パラフィン）  
  
石油石炭税法　2 ,800円/kl  
租税特別措置法（揮発油税法（ガソリン））　48 ,600円/kl
（平22 .4 .1～）  
租税特別措置法（地方揮発油税法（ガソリン））　5 ,200円/
kl（平22 .4 .1～）  
石油の備蓄の確保等に関する法律  
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

27 .10♪ Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of Pharmaceuti-
cals, Medical Devices, Regenerative and Cellular Therapy Prod-
ucts, Gene Therapy Products, and Cosmetics (Liquid paraffin)  
Petroleum and Coal Tax Law 2 , 800yen/kl  
Special Taxation Measures Law (Gasolene Tax Law (Gasolene)) 
48 ,600yen/kl (from 4 /1 /2010 )  
Special Taxation Measures Law (Local Gasolene Tax Law (Gas-
olene)) 5 , 200yen/kl (from 4 /1 /2010 )  
Law of the Quality Control of Gasoline and Other Fuels  
Law Concerning Screening of Chemical Substances and Regula-
tion of their Manufacture, etc.
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第１部
　

動物（生きているものに限る。）
及び動物性生産品

Section I
 

Live animals; animal products

注 Notes.
1 　この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される
場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。

1 .– Any reference in this Section to a particular genus or species of an 
animal, except where the context otherwise requires, includes a 
reference to the young of that genus or species.

2 　この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈さ
れる場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥
したものを含む。

2 .– Except where the context otherwise requires, throughout the No-
menclature any reference to “dried” products also covers products 
which have been dehydrated, evaporated or freeze-dried.

備考 Additional Notes.
1 　第１類及び第２類において馬には、しま馬を含まない。 1 .– In Chapters 1 and 2 , the word “horses” does not include zebras.
2 　第１類から第16類までにおいて牛には、水牛を含み、豚に
は、いのししを含む。

2 .– In Chapters 1 to 16 , the word “bovine” includes buffaloes and the 
word “swine” includes wild boars.

第１類  動物（生きているものに限る。） Chapter 1 Live animals

注 Note.
1 　この類には、次の物品を除くほか、すべての動物（生きて
いるものに限る。）を含む。

1 .– This Chapter covers all live animals except :

 （a）　第03 .01項、第03 .06項、第03 .07項又は第03 .08項の魚並
びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

 (a) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, 
of heading 03 .01 , 03 .06 , 03 .07 or 03 .08 ;

 （b）　第30 .02項の培養微生物その他の物品  (b) Cultures of micro-organisms and other products of heading 
30 .02 ; and

 （c）　第95 .08項の動物  (c) Animals of heading 95 .08 .
備考 Additional Note.
1 　第01.02項及び第0103 .10号の「純粋種の繁殖用のもの」と
は、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令
で定めるところにより証明されたものをいう。

1 .– The expression “pure-bred breeding animals” in heading 01 .02 and 
subheading 0103 .10 covers only animals certified as being pure 
bred of a recognized breed and to be used for ameliorative multi-
plication by the means stipulated by a Cabinet Order.

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 　

01 .01 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー（生きて
いるものに限る。）

Live horses, asses, mules and hinnies :

   馬   Horses :

0101 .21    純粋種の繁殖用のもの   Pure-bred breeding animals :

100 3  1  サラブレッド種、サラブレッ
ド系種、アラブ種、アングロ
アラブ種又はアラブ系種の馬
（以下この項において「軽種
馬」という。）以外のものであ
る旨が関税定率法施行令（以
下この類において「政令」とい
う。）で定めるところにより証
明されたもの

無税
Free

（無税）
（Free）

NO  1  Certified as being those other than 
Thoroughbred, Thoroughbred-grade, 
Arab, Anglo-Arab or Arab-grade 
horses (hereinafter referred to as 

“light-breed horses”) in accordance 
with the provisions of the Cabinet Or-
der for Enforcement of the Customs 
Tariff Law (hereinafter referred to as 

“Cabinet Order”)

 2  その他のもの  2  Other :

210 1  （1）  軽種馬（競馬の競走用以
外の用途に供するもので
あり、かつ、妊娠してい
ないものである旨が政令
で定めるところにより証
明されたものに限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

NO  ( 1 )  “Light-breed horses” certified as 
being those used for purposes 
other than horse-race and as be-
ing not pregnant in accordance 
with the provisions of a Cabinet 
Order

290 4  （2）  その他のもの 4 ,000 ,000円/
頭
4 ,000 ,000yen/
each

3 ,400 ,000円/
頭
3 ,400 ,000yen/
each

×無税
Free

NO  ( 2 )  Other

0101 .29    その他のもの   Other :

（注） 01 .01♪ 家畜伝染病予防法  
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律

（Note） 01 .01♪ Domestic Animal Infectious Disease Control Law  
Laws Concerning the Prevention of Infections and Medical 
Treatment for Infected Persons

（264 頁）

263

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 　

(2710 .20 ) 195 5    －－ 焼入油、作動油、防
錆油その他主として
潤滑用に供しない油

KL
KG

  Quenching oils, hydraulic 
oils, rust preventive oils and 
other oils, not being mainly 
used for lubricating

196 6  B  その他のもの 9 .6％ 7 .9％ ×無税
Free

KL
KG

 B  Other

199 2  （6）  その他のもの 4 .8％ 3 .9％ ×無税
Free

KL
KG

 ( 6 )  Other

 2  その他のもの 3 .9％ 3 .3％ 無税
Free

 2  Other :

210 6    － グリース KL
KG

  Greases

   － その他のもの   Other :

291 3    －－ 温度15度における比重が
0 .8494以下のもの

KL
KG

  Of a specific gravity not more than 
0 . 8494 at 15℃

   －－ その他のもの   Other :

293 5    －－－ 液状の潤滑剤 KL
KG

  Lubricating preparations, in liq-
uid

299 4    －－－ その他のもの KL
KG

  Other

   廃油   Waste oils :

2710 .91 000 5    ポリ塩化ビフェニル（PCB）、
ポリ塩化テルフェニル（PCT）又
はポリ臭化ビフェニル（PBB）を
含むもの

無税
Free

（無税）
（Free）

KL
KG

  Containing polychlorinated biphenyls 
(PCBs), polychlorinated terphenyls 
(PCTs) or polybrominated biphenyls 
(PBBs)

2710 .99 000 4    その他のもの 無税
Free

（無税）
（Free）

KL
KG

  Other

27 .11 石油ガスその他のガス状炭化水素 Petroleum gases and other gaseous hydro-
carbons :

   液化したもの   Liquefied :

2711 .11 000 6    天然ガス 無税
Free

（無税）
（Free）

MT   Natural gas

2711 .12 000 5    プロパン 無税
Free

（無税）
（Free）

MT   Propane

2711 .13    ブタン 無税
Free

（無税）
（Free）

  Butanes :

010 0    － アンモニア、オレフィン系炭
化水素又は無水マレイン酸の
製造に使用するもの

MT   Intended for use in manufacturing 
ammonia, ethylenic hydrocarbons or 
maleic anhydride

020 3    － その他のもの MT   Other

2711 .14    エチレン、プロピレン、ブチレ
ン及びブタジエン

  Ethylene, propylene, butylene and buta-
diene :

010 6  1  エチレン 930円
（yen）/

MT

624円
（yen）/

MT

×無税
Free

MT  1  Ethylene

（注） 2710 .91のうち♪ 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法
律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に該当
するもの　二の二号承認

（Note） ex 2710 . 91♪ Specified in the Law Concerning the control of transfron-
tier movements of wastes destined for recovery opera-
tions, Waste Management and Public Cleansing Law : Item 
2 -2 Approval

2710 .99のうち♪ 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法
律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に該当
するもの　二の二号承認

ex 2710 . 99♪ Specified in the Law Concerning the control of transfron-
tier movements of wastes destined for recovery opera-
tions, Waste Management and Public Cleansing Law : Item 
2 -2 Approval

27 .11♪ 高圧ガス保安法  
石油石炭税法（ガス状炭化水素）　1 ,860円/MT  
  
石油ガス税法（自動車用容器入りのLPG）　17 .50円/kg

27 .11♪ High Pressure Gas Safety Law  
Petroleum and Coa l Tax Law (Gaseous hydrocarbons) 
1 , 860yen/MT  
Liquefied Petroleum Gas Tax Law (LPG in containers for motor 
vehicles) 17 . 50yen/kg
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(2924 .19 ) 029 †  2  その他のもの 4 .6％ 3 .1％ 無税
Free

KG  2  Other

   環式アミド（環式カルバマートを
含む。）及びその誘導体並びにこれ
らの塩

  Cyclic amides (including cyclic carba-
mates) and their derivatives ; salts thereof :

2924 .21 000 †    ウレイン及びその誘導体並びに
これらの塩

4 .6％ 3 .1％ 無税
Free

KG   Ureines and their derivatives ; salts 
thereof　Ⓘ

2924 .23 000 †    2－アセトアミド安息香酸（N－
アセチルアントラニル酸）及び
その塩

4 .6％ 3 .1％ 無税
Free

KG   2 -Acetamidobenzoic acid (N-acetylan-
thranilic acid) and its salts

2924 .24 000 1    エチナメート（INN）（※） 4 .6％ 無税
Free

無税
Free

KG   Ethinamate (INN)　Ⓘ

2924 .25 000 †    アラクロール（ISO） 4 .6％ 3 .1％ 無税
Free

KG   Alachlor (ISO)　Ⓘ

2924 .29    その他のもの 4 .6％ 無税
Free

  Other :　Ⓘ

010 6    － アスパルテーム（アスパルタ
ム（INN））

無税
Free

KG   Aspartame (INN)

090 †    － その他のもの 3 .1％ KG   Other

29 .25 カルボキシイミド官能化合物（サッ
カリン及びその塩を含む。）及びイミ
ン官能化合物

Carboxyimide-function compounds (includ-
ing saccharin and its salts) and imine-func-
tion compounds :

   イミド及びその誘導体並びにこれ
らの塩

  Imides and their derivatives ; salts thereof :

2925 .11 000 5    サッカリン及びその塩 4 .6％ 3 .9％ 無税
Free

KG   Saccharin and its salts

2925 .12 000 4    グルテチミド（INN） 4 .6％ 無税
Free

無税
Free

KG   Glutethimide (INN)　Ⓘ

2925 .19 000 4    その他のもの 4 .6％ 無税
Free

無税
Free

KG   Other　Ⓘ

   イミン及びその誘導体並びにこれ
らの塩

  Imines and their derivatives ; salts thereof :

2925 .21 000 2    クロルジメホルム（ISO） 3 .7％ 2 .5％ 無税
Free

KG   Chlordimeform (ISO)

2925 .29    その他のもの   Other :　Ⓘ

100 3  1  クロルヘキシジン及びその塩 無税
Free

（無税）
（Free）

KG  1  Chlorhexidine and its salts

900 †  2  その他のもの 3 .7％ 2 .5％ 無税
Free

KG  2  Other

29 .26 ニトリル官能化合物 Nitrile-function compounds :

2926 .10 000 4    アクリロニトリル 6 .4％ 4 .3％ 無税
Free

KG   Acrylonitrile

2926 .20 000 1    1－シアノグアニジン（ジシアンジ
アミド）

4 .6％ 3 .1％ 無税
Free

KG   1 -Cyanoguanidine (dicyandiamide)

2926 .30 000 †    フェンプロポレクス（INN）及びそ
の塩並びにメサドン（INN）中間体
（4－シアノ－2－ジメチルアミノ
－4,4－ジフェニルブタン）

4 .6％ 3 .1％ 無税
Free

KG   Fenproporex (INN) and its salts ; metha-
done (INN) intermediate (4 -cyano-2 -
dimethylamino- 4 ,4 -diphenylbutane)　Ⓘ

2926 .40 000 †    アルファ－フェニルアセトアセト
ニトリル

4 .6％ 3 .1％ 無税
Free

KG   α-Phenylacetoacetonitrile　Ⓘ

（注） 29 .25♪ 火薬類取締法  
毒物及び劇物取締法  
麻薬及び向精神薬取締法

（Note） 29 . 25♪ Explosives Control Law  
Poisonous and Deleterious Substance Control Law  
Narcotics and Psychotropics Control Law

29 .26♪ 毒物及び劇物取締法  
麻薬及び向精神薬取締法  
覚せい剤取締法

29 . 26♪ Poisonous and Deleterious Substance Control Law  
Narcotics and Psychotropics Control Law  
Stimulant Drug Control Law
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3702 .32 000 5    その他のもの（ハロゲン化銀の
乳剤を使用したものに限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

SM   Other, with silver halide emulsion

3702 .39 000 5    その他のもの 無税
Free

（無税）
（Free）

SM   Other

   その他のフィルム（パーフォレー
ションのないもので、幅が105ミ
リメートルを超えるものに限る。）

  Other film, without perforations, of a width 
exceeding 105 mm :

3702 .41 000 3    幅が610ミリメートルを超え、
長さが200メートルを超えるも
の（カラー写真用のもの（ポリク
ローム）に限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

SM   Of a width exceeding 610 mm and of a 
length exceeding 200 m, for colour pho-
tography (polychrome)

3702 .42 000 2    幅が610ミリメートルを超え、
長さが200メートルを超えるも
の（カラー写真用のもの（ポリク
ローム）を除く。）

無税
Free

（無税）
（Free）

SM   Of a width exceeding 610 mm and of a 
length exceeding 200 m, other than for 
colour photography

3702 .43 000 1    幅が610ミリメートルを超え、
長さが200メートル以下のもの

無税
Free

（無税）
（Free）

SM   Of a width exceeding 610 mm and of a 
length not exceeding 200 m

3702 .44 000 0    幅が105ミリメートルを超え610
ミリメートル以下のもの

無税
Free

（無税）
（Free）

SM   Of a width exceeding 105 mm but not 
exceeding 610 mm

   その他のフィルム（カラー写真用
のもの（ポリクローム）に限る。）

  Other film, for colour photography (poly-
chrome) :

3702 .52 000 6    幅が16ミリメートル以下のもの 無税
Free

（無税）
（Free）

SM
M

  Of a width not exceeding 16 mm

3702 .53 000 5    幅が16ミリメートルを超え35ミ
リメートル以下で、長さが30
メートル以下のもの（スライド
用のものに限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

SM
M

  Of a width exceeding 16 mm but not ex-
ceeding 35 mm and of a length not ex-
ceeding 30 m, for slides

3702 .54 000 4    幅が16ミリメートルを超え35ミ
リメートル以下で、長さが30
メートル以下のもの（スライド
用のものを除く。）

無税
Free

（無税）
（Free）

SM
M

  Of a width exceeding 16 mm but not ex-
ceeding 35 mm and of a length not ex-
ceeding 30 m, other than for slides

3702 .55 000 3    幅が16ミリメートルを超え35ミ
リメートル以下で、長さが30
メートルを超えるもの

無税
Free

（無税）
（Free）

SM
M

  Of a width exceeding 16 mm but not ex-
ceeding 35 mm and of a length exceed-
ing 30 m

3702 .56 000 2    幅が35ミリメートルを超えるも
の

無税
Free

（無税）
（Free）

SM
M

  Of a width exceeding 35 mm

   その他のもの   Other :

3702 .96 000 4    幅が35ミリメートル以下で、長
さが30メートル以下のもの

無税
Free

（無税）
（Free）

SM
M

  Of a width not exceeding 35 mm and of 
a length not exceeding 30 m

3702 .97 000 3    幅が35ミリメートル以下で、長
さが30メートルを超えるもの

無税
Free

（無税）
（Free）

SM
M

  Of a width not exceeding 35 mm and of 
a length exceeding 30 m

3702 .98 000 2    幅が35ミリメートルを超えるも
の

無税
Free

（無税）
（Free）

SM
M

  Of a width exceeding 35 mm

37 .03 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織
用繊維（露光してないものに限る。）

Photographic paper, paperboard and tex-
tiles, sensitised, unexposed :

3703 .10    ロール状のもので、幅が610ミリ
メートルを超えるもの

  In rolls of a width exceeding 610 mm :

010 0  1  カラー印画紙 無税
Free

（無税）
（Free）

SM
KG

 1  Colour photographic paper

090 3  2  その他のもの 5 .3％ 無税
Free

無税
Free

SM
KG

 2  Other

3703 .20 000 1    その他のもの（カラー写真用のも
の（ポリクローム）に限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

SM
KG

  Other, for colour photography (polychrome)

（注） 37 .03♪ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 （Note） 37 .03♪ Law Concerning Screening of Chemical Substances and Regula-
tion of their Manufacture, etc.
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