
1

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.
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品　　　　　　　　　名

税　　　　　率　　Rate of Duty
単位
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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
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暫　定

Tempo-
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(0101 .29 ) 100 2  1  軽種馬以外のものである旨が
政令で定めるところにより証
明されたもの

無税
Free

（無税）
（Free）

NO  1  Certified as being not “light-breed 
horses” in accordance with the provi-
sions of a Cabinet Order

 2  その他のもの  2  Other :

210 0  （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 3  （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 .30 000 6    ろ馬 無税
Free

（無税）
（Free）

NO   Asses

0101 .90 000 2    その他のもの 無税
Free

（無税）
（Free）

NO   Other

01 .02 牛（生きているものに限る。） Live bovine animals :

   家畜のもの   Cattle :

0102 .21 000 6    純粋種の繁殖用のもの 無税
Free

（無税）
（Free）

NO   Pure-bred breeding animals

0102 .29    その他のもの   Other :

100 0  1  １頭の重量が300キログラム
以下のもの

45 ,000円/
頭
45 ,000yen/
each

38 ,250円/
頭
38 ,250yen/
each

×無税
Free

NO  1  Weighing not more than 300 kg

200 2  2  その他のもの 75 ,000円/
頭
75 ,000yen/
each

63 ,750円/
頭
63 ,750yen/
each

×無税
Free

NO  2  Other

   水牛   Buffalo :

0102 .31 000 3    純粋種の繁殖用のもの 無税
Free

（無税）
（Free）

NO   Pure-bred breeding animals

0102 .39 000 2    その他のもの 無税
Free

（無税）
（Free）

NO   Other

0102 .90    その他のもの   Other :

100 2  1  純粋種の繁殖用のもの 無税
Free

（無税）
（Free）

NO  1  Pure-bred breeding animals

 2  その他のもの  2  Other :

210 0  （1）  １頭の重量が300キログラ
ム以下のもの

45 ,000円/
頭
45 ,000yen/
each

38 ,250円/
頭
38 ,250yen/
each

×無税
Free

NO  ( 1 )  Weighing not more than 300 kg

290 3  （2）  その他のもの 75 ,000円/
頭
75 ,000yen/
each

63 ,750円/
頭
63 ,750yen/
each

×無税
Free

NO  ( 2 )  Other

01 .03 豚（生きているものに限る。） Live swine :

0103 .10 000 1    純粋種の繁殖用のもの 無税
Free

（無税）
（Free）

NO   Pure-bred breeding animals

   その他のもの   Other :

（注） 01 .02 , 01 .03♪ 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 .02 , 01 .03♪ Domestic Animal Infectious Disease Control Law  
Laws Concerning the Prevention of Infections and Medi-
cal Treatment for Infected Persons


