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ご利用にあたって

１．発行に至る経緯

2018 年 12 月 30 日の TPP11 協定（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的

な協定）の発効に際し、輸入統計品目表が改正になりますが、日本関税協会では従来より『輸

入統計品目表』については『実行関税率表』にて代用していただいているため発行しており

ません。

そのため、本書は、今回の輸入統計品目表改正に伴い『実行関税率表2018年度版』を補

完していただく目的で編集しました。

２．編集方針

改正箇所の表記は、当協会発行の『実行関税率表』に準拠し、今回の輸入統計品目表改正

により『実行関税率表』の内容に変更が生じる箇所を掲載しています。また、TPP11 協定の

発効に伴い、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施

行により暫定税率にも一部改正がございますので、こちらの改正箇所も合わせて掲載してい

ます。既発行の『実行関税率表2018年度版』の該当箇所を本追補により差し替えてご利用

ください。

３．税率の適用期限

今回発行した『実行関税率表2018年度版（追補）』は、2019 年３月末日までお使いいただ

ける予定です。なお、当協会では、年度改正分を反映した『実行関税率表』を、例年通り『実

行関税率表2019年度版』として 2019年４月上旬に発行する予定です。

実行関税率表2018年度版（追補）

当協会では、本書籍に関するお知らせ（正誤・変更等）をホームページに掲載してお

りますのでご覧下さい。

URL http://www.kanzei.or.jp/
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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

（7頁）
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番　号

No.

統計
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Stat.
Code
No. 
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Ａ 
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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 　

(0203 .11 ) 020 †  *〔1〕  課税価格が１キログラム
につき、枝肉に係る従量
税適用限度価格（枝肉に
係る基準輸入価格（関税
暫定措置法別表第１の３
の２に定める期間内に輸
入されるものの区分に応
じ、それぞれ同表第２項
第１号に定める価格をい
う。以下この項において
同じ。）から当該区分に対
応する同法別表第１の３
に定める期間内に輸入さ
れるものの区分に応じ、
それぞれこの号の*〔1〕に
定める額を控除して得た
価格をいう。以下この項
において同じ。）以下のも
の

（361円
（yen）/

kg）

361円
（yen）/

kg

KG  *〔1〕  Each kilogram, in value for cus-
toms duty, not more than the up-
per limit prices for the specific 
duty applied on pig carcass, 
where the upper limit prices shall 
be obtained by substracting Pric-
es B from Prices A, the same 
definition shall be applied in this 
heading.

  Prices A : standard import prices 
for pig carcass specified by the 
subparagraph 1 of paragraph 2 of 
the Annex 1- 3 - 2 to the Tempo-
rary Customs Tariff Measures 
Law corresponding to the period 
of importation provided by the 
Annex, the same definition shall 
be applied in this heading.

  Prices B : the prices specified by 
*〔1〕 in this subheading each cor-
responding to the period of im-
portation provided by the Annex 
1- 3 to the Law　Ⓢ

 *〔2〕  課税価格が１キログラム
につき、枝肉に係る従量
税適用限度価格を超え、
枝肉に係る分岐点価格
（枝肉に係る基準輸入価
格を、当該基準輸入価格
に係る関税暫定措置法別
表第１の３の２に定める
期間内に輸入されるもの
の区分に対応するこの表
に定める期間内に輸入さ
れるものの区分に応じ、
それぞれこの号の*〔3〕に
定める率（例えば、4 .9％
の場合は0 .049）に１を加
えた数で除して得た価格
をいう。以下この項にお
いて同じ。）以下のもの

（361円
（yen）/

kg）

1キログ
ラムにつ
き枝肉に
係る基準
輸入価格
と課税価
格との差
額
Per each 
kilo-
gram, 
the 
differ-
ence 
between 
the 
standard 
import 
price of 
pig 
carcass 
and the 
value for 
customs 
duty

 *〔2〕  Each kilogram, in value for cus-
toms duty, more than the upper 
limit prices for the specific duty 
applied on pig carcass, but not 
more than the gate prices of pig 
carcass, where the gate prices 
shall be obtained by dividing 
Prices A by Rates B plus 1 , the 
same definition shall be applied 
in this heading.

  Prices A : mentioned in *〔1〕
  Rates B : the rates specified by 

*〔3〕 in this subheading according 
to the each divisions of each im-
port terms provided in the An-
nex 1 - 3 - 2 :　Ⓢ

031 †    － 課税価格が１キログラ
ムにつき、299円25銭未
満のもの

KG   Less than 299 . 25 yen/kg in 
value for customs duty

032 †    － 課税価格が１キログラ
ムにつき、299円25銭以
上のもの

KG   Not less than 299 . 25 yen/kg in 
value for customs duty

040 †  *〔3〕  課税価格が１キログラム
につき、枝肉に係る分岐
点価格を超えるもの

（4 .3％） 4 .3％ KG  *〔3〕  Each kilogram, more than the 
gate prices of pig carcass, in val-
ue for customs duty　Ⓢ

0203 .12    骨付きのもも肉及び肩肉並びに
これらを分割したもの（骨付き
のものに限る。）

  Hams, shoulders and cuts thereof, with 
bone in :

010 5  1  いのししのもの 無税
Free

（無税）
（Free）

KG  1  Of wild boars

 2  その他のもの （5％） ×無税
Free

 2  Other :

（注） 0203 .12♪ 関税暫定措置法第７条の６（生きている豚及び豚肉等
に係る関税の緊急措置）

（Note） 0203 .12♪ Rate of duty in case of Article 7 - 6 of the Temporary Tariff 
Measures Law (Emergency Duty)


