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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 　

(0402 .99 )  （2）  その他のもの （30％＋
599円

（yen）/
kg）

×無税
Free

 ( 2 )  Other :　ⓆⓋ

121 2    － 独立行政法人農畜産業
振興機構が畜産経営の
安定に関する法律第17
条第１項に規定する数
量の範囲内で輸入する
もの及び同条第２項に
規定する農林水産大臣
の承認を受けて輸入す
るもの

（30％） 30％ KG   Imported by the Agriculture 
and Livestock Industries Cor-
poration to the extent of the 
quantity stipulated by the 
Paragraph 1 of Article 17 of 
Act on Stabilization of Live-
stock Management or imported 
with approval of the Minister 
of Agriculture, Forestry and 
Fisheries by means stipulated 
by the Paragraph 2 thereof

129 †    － その他のもの *（25 .5％
＋509円
（yen）/

kg）

25 .5％＋
104円

（yen）/
kg

KG   Other

 2  その他のもの （30％＋
299円

（yen）/
kg）

×無税
Free

 2  Other :　ⓆⓋ

210 0    － 独立行政法人農畜産業振興
機構が畜産経営の安定に関
する法律第17条第１項に規
定する数量の範囲内で輸入
するもの及び同条第２項に
規定する農林水産大臣の承
認を受けて輸入するもの

（30％） 30％ KG   Imported by the Agriculture and 
Livestock Industries Corporation to 
the extent of the quantity stipulat-
ed by the Paragraph 1 of Article 17 
of Act on Stabilization of Livestock 
Management or imported with ap-
proval of the Minister of Agricul-
ture, Forestry and Fisheries by 
means stipulated by the Paragraph 
2 thereof

290 †    － その他のもの *（25 .5％
＋254円
（yen）/

kg）

25 .5％＋
55円

（yen）/
kg

KG   Other

04 .03 バターミルク、凝固したミルク及び
クリーム、ケフィアその他発酵させ
又は酸性化したミルク及びクリーム
（濃縮若しくは乾燥をしてあるかな
いか又は砂糖その他の甘味料、香味
料、果実、ナット若しくはココアを
加えてあるかないかを問わない。）並
びにヨーグルト

Yogurt ; buttermilk, curdled milk and cream, 
kephir and other fermented or acidified milk 
and cream, whether or not concentrated or 
containing added sugar or other sweetening 
matter or flavoured or containing added fruit, 
nuts or cocoa :

0403 .20    ヨーグルト   Yogurt :

 1  冷凍し、保存に適する処理をし
又は砂糖その他の甘味料、香味
料、果実若しくはナットを加え
たもの（フローズンヨーグルト
を除く。）

35％＋
1 ,076円
（yen）/

kg

×無税
Free

 1  Frozen, preserved or containing added 
sugar or other sweetening matter, fla-
voring, fruits or nuts (excluding frozen 
yogurt) :　ⓆⓋ

   － その他の乳製品に係る共通の
限度数量以内のもの

  For “the Pooled Quota of other milk 
products”:

110 †    －－ 砂糖を加えたもの ●21％～
（35％）

35％ KG   Containing added sugar

120 †    －－ その他のもの ●21％～
（25％）

25％ KG   Other

   － その他のもの 29 .8％＋
915円

（yen）/
kg

  Other :

（注） 04 .03♪ 家畜伝染病予防法  
食品衛生法

（Note） 04 .03♪ Domestic Animal Infectious Disease Control Law  
Food Sanitation Law

0403 .20♪ 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 0403 . 20♪ Law Concerning Sugar and Starch Price Stabilization
0403 .20のうち♪ ●印を付したものの協定税率については附表参

照
ex 0403 . 20♪ The mark “●” in the column of the WTO rate, see the an-

nex
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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 　

(1602 .50 ) 910 1    － 単に水煮したも
の

（50％） KG   Simply boiled in water

   － その他のもの   Other :

991 5    －－ 気密容器入り
のもの

（50％） KG   In airtight containers

999 6    －－ その他のもの （50％） KG   Other

1602 .90    その他のもの（動物の血の調製品
を含む。）

  Other, including preparations of blood of 
any animal :

100 5  1  腸、ぼうこう又は胃の全形のも
の及び断片（単に水煮したもの
に限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

KG  1  Guts, bladders and stomachs, whole and 
pieces thereof, simply boiled in water

 2  その他のもの  2  Other :

210 3  （1）  牛若しくは豚の肉又は牛若
しくは豚のくず肉を含有す
るもの

25％ 21 .3％ ×無税
Free

KG  ( 1 )  Containing meat or meat offal of 
bovine animals or swine

 （2）  その他のもの  ( 2 )  Other :

 A  昆虫類のもの 9％ ●（9％）～
（29 .8％＋
1 ,159円/
kg）, 64円/
kg, 85円/kg
又は341円/
kg
●（9％）～

（29 .8％
+1 ,159yen/
kg）, 64yen/
kg, 85yen/
kg or 
341yen/kg

×無税
Free

 A  Of insects :

   － 関税暫定措置法第８条
の６第１項の規定によ
り経済連携協定に基づ
く譲許の便益の適用を
受けて輸入するもの

  Imported with the application 
of the benefits of concession 
based on EPA (the Economic 
Partnership Agreement) ac-
cording to paragraph 1 of Arti-
cle 8 - 6 of the Temporary Cus-
toms Tariff Measures Law :

261 5    －－ 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
（以下この項におい
て「環太平洋包括的
及び先進的協定」と
いう。）附属書2 -Dの
日本国の関税率表の
付録Aの第B節の２
のTWQ-JP2に掲げ
る品目又は経済上の
連携に関する日本国
と欧州連合との間の
協定（以下この項に
おいて「欧州連合協
定」という。）附属書
2 -Aの第３編の第B
節の４のTRQ-3 に
掲げる品目に分類さ
れるもの

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP2 in 
paragraph 2 of Section B of 
APPENDIX A of ANNEX 
2 -D (TARIFF SCHEDULE 
OF JAPAN) to the Compre-
hensive and Progressive 
Agreement for the Trans-Pa-
cific Partnership (hereinafter 
referred to as “the CPTPP” 
in this heading) or in the tar-
iff items set out in TRQ- 3 in 
paragraph 4 of Section B of 
Part 3 of ANNEX 2 -A to the 
Agreement between the Eu-
ropean Union and Japan for 
an Economic Partnership 
(hereinafter referred to as 

“the Japan-EU EPA” in this 
heading)

（注） 1602 .90のうち♪ ●印を付したものの協定税率については附表参
照  
昆虫類のもの　ワシントン条約

（Note） ex 1602 . 90♪ The mark “●” in the column of the WTO rate, see the 
annex  
Of insects : Convention on International Trade in Endan-
gered Species of Wild Fauna and Flora
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税　　　　　率　　Rate of Duty
単位
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General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential　

暫　定

Tempo-
rary 　

(1602 .50 ) 910 1    － 単に水煮したも
の

（50％） KG   Simply boiled in water

   － その他のもの   Other :

991 5    －－ 気密容器入り
のもの

（50％） KG   In airtight containers

999 6    －－ その他のもの （50％） KG   Other

1602 .90    その他のもの（動物の血の調製品
を含む。）

  Other, including preparations of blood of 
any animal :

100 5  1  腸、ぼうこう又は胃の全形のも
の及び断片（単に水煮したもの
に限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

KG  1  Guts, bladders and stomachs, whole and 
pieces thereof, simply boiled in water

 2  その他のもの  2  Other :

210 3  （1）  牛若しくは豚の肉又は牛若
しくは豚のくず肉を含有す
るもの

25％ 21 .3％ ×無税
Free

KG  ( 1 )  Containing meat or meat offal of 
bovine animals or swine

 （2）  その他のもの  ( 2 )  Other :

 A  昆虫類のもの 9％ ●（9％）～
（29 .8％＋
1 ,159円/
kg）, 64円/
kg, 85円/kg
又は341円/
kg
●（9％）～

（29 .8％
+1 ,159yen/
kg）, 64yen/
kg, 85yen/
kg or 
341yen/kg

×無税
Free

 A  Of insects :

   － 関税暫定措置法第８条
の６第１項の規定によ
り経済連携協定に基づ
く譲許の便益の適用を
受けて輸入するもの

  Imported with the application 
of the benefits of concession 
based on EPA (the Economic 
Partnership Agreement) ac-
cording to paragraph 1 of Arti-
cle 8 - 6 of the Temporary Cus-
toms Tariff Measures Law :

261 5    －－ 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
（以下この項におい
て「環太平洋包括的
及び先進的協定」と
いう。）附属書2 -Dの
日本国の関税率表の
付録Aの第B節の２
のTWQ-JP2に掲げ
る品目又は経済上の
連携に関する日本国
と欧州連合との間の
協定（以下この項に
おいて「欧州連合協
定」という。）附属書
2 -Aの第３編の第B
節の４のTRQ-3 に
掲げる品目に分類さ
れるもの

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP2 in 
paragraph 2 of Section B of 
APPENDIX A of ANNEX 
2 -D (TARIFF SCHEDULE 
OF JAPAN) to the Compre-
hensive and Progressive 
Agreement for the Trans-Pa-
cific Partnership (hereinafter 
referred to as “the CPTPP” 
in this heading) or in the tar-
iff items set out in TRQ- 3 in 
paragraph 4 of Section B of 
Part 3 of ANNEX 2 -A to the 
Agreement between the Eu-
ropean Union and Japan for 
an Economic Partnership 
(hereinafter referred to as 

“the Japan-EU EPA” in this 
heading)

（注） 1602 .90のうち♪ ●印を付したものの協定税率については附表参
照  
昆虫類のもの　ワシントン条約

（Note） ex 1602 . 90♪ The mark “●” in the column of the WTO rate, see the 
annex  
Of insects : Convention on International Trade in Endan-
gered Species of Wild Fauna and Flora
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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 　

(1602 .90 ) 262 6    －－ 環太平洋包括的及び
先進的協定附属書
2 -Dの日本国の関税
率表の付録Aの第B
節の19のTWQ-JP19
に掲げる品目に分類
されるもの

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP19 
in paragraph 19 of Section B 
of APPENDIX A of ANNEX 
2 -D (TARIFF SCHEDULE 
OF JAPAN) to the CPTPP

263 0    －－ 環太平洋包括的及び
先進的協定附属書
2 -Dの日本国の関税
率表の付録Aの第B
節の20のTWQ-JP20
に掲げる品目又は欧
州連合協定附属書
2 -Aの第３編の第B
節の12のTRQ-11に
掲げる品目に分類さ
れるもの

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP20 
in paragraph 20 of Section B 
of APPENDIX A of ANNEX 
2 -D (TARIFF SCHEDULE 
OF JAPAN) to the CPTPP 
or in the tariff items set out 
in TRQ-11 in paragraph 12 
of Section B of Part 3 of AN-
NEX 2 -A to the Japan-EU 
EPA

264 1    －－ 環太平洋包括的及び
先進的協定附属書
2 -Dの日本国の関税
率表の付録Aの第B
節の22のTWQ-JP22
に掲げる品目又は日
本国とスイス連邦と
の間の自由な貿易及
び経済上の連携に関
する協定（以下この
項において「スイス
協定」という。）附属
書１の付録１の第２
節の日本国の表の５
欄に（Qc）を掲げる
品目に分類されるも
の

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP22 
in paragraph of 22 of Section 
B of APPENDIX A of AN-
NEX 2 -D (TARIFF SCHED-
ULE OF JAPAN) to the 
CPTPP or in the tariff items 
indicated with “(Qc)” in col-
umn 5 of Section 2 of AP-
PENDIX 1 of ANNEX I to 
the Agreement on Free 
Trade and Economic Part-
nership between Japan and 
the Swiss Confederation 
(hereinafter referred to as 

“the Japan-Switzerland EPA” 
in this heading)

265 2    －－ 環太平洋包括的及び
先進的協定附属書
2 -Dの日本国の関税
率表の付録Aの第B
節の23のTWQ-JP23
に掲げる品目又はス
イス協定附属書１の
付録１の第２節の日
本国の表の５欄に
（Qe）を掲げる品目
に分類されるもの

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP23 
in paragraph 23 of Section B 
of APPENDIX A of ANNEX 
2 -D (TARIFF SCHEDULE 
OF JAPAN) to the CPTPP 
or in the tariff items indicat-
ed with “(Qe)” in column 5 of 
Section 2 of APPENDIX 1 of 
ANNEX I to the Japan-Swit-
zerland EPA

266 3    －－ その他のもの KG   Other

   － その他のもの   Other :

267 4    －－ 包括的な経済上の連
携に関する日本国と
グレートブリテン及
び北アイルランド連
合王国との間の協定
（以下この項におい
て「英国協定」とい
う。）附属書2 -Aの第
３編の第B節の第２
款の３の（a）に定め
るもの

KG   Provided for in subparagraph 
3 (a) of Sub-Section 2 of Sec-
tion B of Part 3 of ANNEX 
2 -A to the Agreement be-
tween the United Kingdom 
of Great Britain and North-
ern Ireland and Japan for a 
Comprehensive Economic 
Partnership (hereinafter re-
ferred to as “the Japan-UK 
EPA” in this heading)

268 5    －－ 英国協定附属書2 -A
の第３編の第B節の
第２款の５の（a）に
定めるもの

KG   Provided for in subparagraph 
5 (a) of Sub-Section 2 of Sec-
tion B of Part 3 of ANNEX 
2 -A to the Japan-UK EPA

269 †    －－ その他のもの KG   Other

290 6  B  その他のもの 8％ 6％ 3％
×無税
Free

KG  B  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 　

(0402 .99 )  （2）  その他のもの （30％＋
599円

（yen）/
kg）

×無税
Free

 ( 2 )  Other :　ⓆⓋ

121 2    － 独立行政法人農畜産業
振興機構が畜産経営の
安定に関する法律第17
条第１項に規定する数
量の範囲内で輸入する
もの及び同条第２項に
規定する農林水産大臣
の承認を受けて輸入す
るもの

（30％） 30％ KG   Imported by the Agriculture 
and Livestock Industries Cor-
poration to the extent of the 
quantity stipulated by the 
Paragraph 1 of Article 17 of 
Act on Stabilization of Live-
stock Management or imported 
with approval of the Minister 
of Agriculture, Forestry and 
Fisheries by means stipulated 
by the Paragraph 2 thereof

129 †    － その他のもの *（25 .5％
＋509円
（yen）/

kg）

25 .5％＋
104円

（yen）/
kg

KG   Other

 2  その他のもの （30％＋
299円

（yen）/
kg）

×無税
Free

 2  Other :　ⓆⓋ

210 0    － 独立行政法人農畜産業振興
機構が畜産経営の安定に関
する法律第17条第１項に規
定する数量の範囲内で輸入
するもの及び同条第２項に
規定する農林水産大臣の承
認を受けて輸入するもの

（30％） 30％ KG   Imported by the Agriculture and 
Livestock Industries Corporation to 
the extent of the quantity stipulat-
ed by the Paragraph 1 of Article 17 
of Act on Stabilization of Livestock 
Management or imported with ap-
proval of the Minister of Agricul-
ture, Forestry and Fisheries by 
means stipulated by the Paragraph 
2 thereof

290 †    － その他のもの *（25 .5％
＋254円
（yen）/

kg）

25 .5％＋
55円

（yen）/
kg

KG   Other

04 .03 バターミルク、凝固したミルク及び
クリーム、ケフィアその他発酵させ
又は酸性化したミルク及びクリーム
（濃縮若しくは乾燥をしてあるかな
いか又は砂糖その他の甘味料、香味
料、果実、ナット若しくはココアを
加えてあるかないかを問わない。）並
びにヨーグルト

Yogurt ; buttermilk, curdled milk and cream, 
kephir and other fermented or acidified milk 
and cream, whether or not concentrated or 
containing added sugar or other sweetening 
matter or flavoured or containing added fruit, 
nuts or cocoa :

0403 .20    ヨーグルト   Yogurt :

 1  冷凍し、保存に適する処理をし
又は砂糖その他の甘味料、香味
料、果実若しくはナットを加え
たもの（フローズンヨーグルト
を除く。）

35％＋
1 ,076円
（yen）/

kg

×無税
Free

 1  Frozen, preserved or containing added 
sugar or other sweetening matter, fla-
voring, fruits or nuts (excluding frozen 
yogurt) :　ⓆⓋ

   － その他の乳製品に係る共通の
限度数量以内のもの

  For “the Pooled Quota of other milk 
products”:

110 †    －－ 砂糖を加えたもの ●21％～
（35％）

35％ KG   Containing added sugar

120 †    －－ その他のもの ●21％～
（25％）

25％ KG   Other

   － その他のもの 29 .8％＋
915円

（yen）/
kg

  Other :

（注） 04 .03♪ 家畜伝染病予防法  
食品衛生法

（Note） 04 .03♪ Domestic Animal Infectious Disease Control Law  
Food Sanitation Law

0403 .20♪ 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 0403 . 20♪ Law Concerning Sugar and Starch Price Stabilization
0403 .20のうち♪ ●印を付したものの協定税率については附表参

照
ex 0403 . 20♪ The mark “●” in the column of the WTO rate, see the an-

nex
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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 　

(1602 .90 ) 262 6    －－ 環太平洋包括的及び
先進的協定附属書
2 -Dの日本国の関税
率表の付録Aの第B
節の19のTWQ-JP19
に掲げる品目に分類
されるもの

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP19 
in paragraph 19 of Section B 
of APPENDIX A of ANNEX 
2 -D (TARIFF SCHEDULE 
OF JAPAN) to the CPTPP

263 0    －－ 環太平洋包括的及び
先進的協定附属書
2 -Dの日本国の関税
率表の付録Aの第B
節の20のTWQ-JP20
に掲げる品目又は欧
州連合協定附属書
2 -Aの第３編の第B
節の12のTRQ-11に
掲げる品目に分類さ
れるもの

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP20 
in paragraph 20 of Section B 
of APPENDIX A of ANNEX 
2 -D (TARIFF SCHEDULE 
OF JAPAN) to the CPTPP 
or in the tariff items set out 
in TRQ-11 in paragraph 12 
of Section B of Part 3 of AN-
NEX 2 -A to the Japan-EU 
EPA

264 1    －－ 環太平洋包括的及び
先進的協定附属書
2 -Dの日本国の関税
率表の付録Aの第B
節の22のTWQ-JP22
に掲げる品目又は日
本国とスイス連邦と
の間の自由な貿易及
び経済上の連携に関
する協定（以下この
項において「スイス
協定」という。）附属
書１の付録１の第２
節の日本国の表の５
欄に（Qc）を掲げる
品目に分類されるも
の

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP22 
in paragraph of 22 of Section 
B of APPENDIX A of AN-
NEX 2 -D (TARIFF SCHED-
ULE OF JAPAN) to the 
CPTPP or in the tariff items 
indicated with “(Qc)” in col-
umn 5 of Section 2 of AP-
PENDIX 1 of ANNEX I to 
the Agreement on Free 
Trade and Economic Part-
nership between Japan and 
the Swiss Confederation 
(hereinafter referred to as 

“the Japan-Switzerland EPA” 
in this heading)

265 2    －－ 環太平洋包括的及び
先進的協定附属書
2 -Dの日本国の関税
率表の付録Aの第B
節の23のTWQ-JP23
に掲げる品目又はス
イス協定附属書１の
付録１の第２節の日
本国の表の５欄に
（Qe）を掲げる品目
に分類されるもの

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP23 
in paragraph 23 of Section B 
of APPENDIX A of ANNEX 
2 -D (TARIFF SCHEDULE 
OF JAPAN) to the CPTPP 
or in the tariff items indicat-
ed with “(Qe)” in column 5 of 
Section 2 of APPENDIX 1 of 
ANNEX I to the Japan-Swit-
zerland EPA

266 3    －－ その他のもの KG   Other

   － その他のもの   Other :

267 4    －－ 包括的な経済上の連
携に関する日本国と
グレートブリテン及
び北アイルランド連
合王国との間の協定
（以下この項におい
て「英国協定」とい
う。）附属書2 -Aの第
３編の第B節の第２
款の３の（a）に定め
るもの

KG   Provided for in subparagraph 
3 (a) of Sub-Section 2 of Sec-
tion B of Part 3 of ANNEX 
2 -A to the Agreement be-
tween the United Kingdom 
of Great Britain and North-
ern Ireland and Japan for a 
Comprehensive Economic 
Partnership (hereinafter re-
ferred to as “the Japan-UK 
EPA” in this heading)

268 5    －－ 英国協定附属書2 -A
の第３編の第B節の
第２款の５の（a）に
定めるもの

KG   Provided for in subparagraph 
5 (a) of Sub-Section 2 of Sec-
tion B of Part 3 of ANNEX 
2 -A to the Japan-UK EPA

269 †    －－ その他のもの KG   Other

290 6  B  その他のもの 8％ 6％ 3％
×無税
Free

KG  B  Other

168

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 　

(1602 .90 ) 262 6    －－ 環太平洋包括的及び
先進的協定附属書
2 -Dの日本国の関税
率表の付録Aの第B
節の19のTWQ-JP19
に掲げる品目に分類
されるもの

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP19 
in paragraph 19 of Section B 
of APPENDIX A of ANNEX 
2 -D to TPP-11

263 0    －－ 環太平洋包括的及び
先進的協定附属書
2 -Dの日本国の関税
率表の付録Aの第B
節の20のTWQ-JP20
に掲げる品目又は欧
州連合協定附属書
2 -Aの第３編の第B
節の12のTRQ-11に
掲げる品目に分類さ
れるもの

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP20 
in paragraph 20 of Section B 
of APPENDIX A of ANNEX 
2 -D (TARIFF SCHEDULE 
OF JAPAN) to the CPTPP 
or in the tariff items set out 
in TRQ-11 in paragraph 12 
of Section B of Part 3 of AN-
NEX 2 -A to the Japan-EU 
EPA

264 1    －－ 環太平洋包括的及び
先進的協定附属書
2 -Dの日本国の関税
率表の付録Aの第B
節の22のTWQ-JP22
に掲げる品目又は日
本国とスイス連邦と
の間の自由な貿易及
び経済上の連携に関
する協定（以下この
項において「スイス
協定」という。）附属
書１の付録１の第２
節の日本国の表の５
欄に（Qc）を掲げる
品目に分類されるも
の

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP22 
in paragraph of 22 of Section 
B of APPENDIX A of AN-
NEX 2 -D (TARIFF SCHED-
ULE OF JAPAN) to the 
CPTPP or in the tariff items 
indicated with “Qc” in col-
umn 5 of Section 2 of AP-
PENDIX 1 of ANNEX I to 
the Agreement on Free 
Trade and Economic Part-
nership between Japan and 
the Swiss Confederation 
(hereinafter referred to as 

“the Japan-Switzerland EPA” 
in this heading)

265 2    －－ 環太平洋包括的及び
先進的協定附属書
2 -Dの日本国の関税
率表の付録Aの第B
節の23のTWQ-JP23
に掲げる品目又はス
イス協定附属書１の
付録１の第２節の日
本国の表の５欄に
（Qe）を掲げる品目
に分類されるもの

KG   Provided for in the tariff 
items set out in TWQ-JP23 
in paragraph 23 of Section B 
of APPENDIX A of ANNEX 
2 -D (TARIFF SCHEDULE 
OF JAPAN) to the CPTPP 
or in the tariff items indicat-
ed with “(Qe)” in column 5 of 
Section 2 of APPENDIX 1 of 
ANNEX I to the Japan-Swit-
zerland EPA

266 3    －－ その他のもの KG   Other

   － その他のもの   Other :

267 4    －－ 包括的な経済上の連
携に関する日本国と
グレートブリテン及
び北アイルランド連
合王国との間の協定
（以下この項におい
て「英国協定」とい
う。）附属書2 -Aの第
３編の第B節の第２
款の３の（a）に定め
るもの

KG   Provided for in subparagraph 
3 (a) of Sub-Section 2 of Sec-
tion B of Part 3 of ANNEX 
2 -A to the Agreement be-
tween the United Kingdom 
of Great Britain and North-
ern Ireland and Japan for a 
Comprehensive Economic 
Partnership (hereinafter re-
ferred to as “the Japan-UK 
EPA” in this heading)

268 5    －－ 英国協定附属書2 -A
の第３編の第B節の
第２款の５の（a）に
定めるもの

KG   Provided for in subparagraph 
5 (a) of Sub-Section 2 of Sec-
tion B of Part 3 of ANNEX 
2 -A to the Japan-UK EPA

269 †    －－ その他のもの KG   Other

290 6  B  その他のもの 8％ 6％ 3％
×無税
Free

KG  B  Other

66

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 　

(0402 .99 )  （2）  その他のもの （30％＋
599円

（yen）/
kg）

×無税
Free

 ( 2 )  Other :　ⓆⓋ

121 2    － 独立行政法人農畜産業
振興機構が畜産経営の
安定に関する法律第17
条第１項に規定する数
量の範囲内で輸入する
もの及び同条第２項に
規定する農林水産大臣
の承認を受けて輸入す
るもの

（30％） 30％ KG   Imported by the Agriculture 
and Livestock Industries Cor-
poration to the extent of the 
quantity stipulated by the 
Paragraph 1 of Article 17 of 
Act on Stabilization of Live-
stock Management or imported 
with approval of the Minister 
of Agriculture, Forestry and 
Fisheries by means stipulated 
by the Paragraph 2 thereof

129 †    － その他のもの *（25 .5％
＋509円
（yen）/

kg）

25 .5％＋
104円

（yen）/
kg

KG   Other

 2  その他のもの （30％＋
299円

（yen）/
kg）

×無税
Free

 2  Other :　ⓆⓋ

210 0    － 独立行政法人農畜産業振興
機構が畜産経営の安定に関
する法律第17条第１項に規
定する数量の範囲内で輸入
するもの及び同条第２項に
規定する農林水産大臣の承
認を受けて輸入するもの

（30％） 30％ KG   Imported by the Agriculture and 
Livestock Industries Corporation to 
the extent of the quantity stipulat-
ed by the Paragraph 1 of Article 17 
of Act on Stabilization of Livestock 
Management or imported with ap-
proval of the Minister of Agricul-
ture, Forestry and Fisheries by 
means stipulated by the Paragraph 
2 thereof

290 †    － その他のもの *（25 .5％
＋254円
（yen）/

kg）

25 .5％＋
55円

（yen）/
kg

KG   Other

04 .03 バターミルク、凝固したミルク及び
クリーム、ケフィアその他発酵させ
又は酸性化したミルク及びクリーム
（濃縮若しくは乾燥をしてあるかな
いか又は砂糖その他の甘味料、香味
料、果実、ナット若しくはココアを
加えてあるかないかを問わない。）並
びにヨーグルト

Yogurt ; buttermilk, curdled milk and cream, 
kephir and other fermented or acidified milk 
and cream, whether or not concentrated or 
containing added sugar or other sweetening 
matter or flavoured or containing added fruit, 
nuts or cocoa :

0403 .20    ヨーグルト   Yogurt :

 1  冷凍し、保存に適する処理をし
又は砂糖その他の甘味料、香味
料、果実若しくはナットを加え
たもの（フローズンヨーグルト
を除く。）

35％＋
1 ,076円
（yen）/

kg

×無税
Free

 1  Frozen, preserved or containing added 
sugar or other sweetening matter, fla-
voring, fruits or nuts (excluding frozen 
yogurt) :　ⓆⓋ

   － その他の乳製品に係る共通の
限度数量以内のもの

  For “the Pooled Quota of other milk 
products”:

110 †    －－ 砂糖を加えたもの ●21％～
（35％）

35％ KG   Containing added sugar

120 †    －－ その他のもの ●21％～
（25％）

25％ KG   Other

   － その他のもの 29 .8％＋
915円

（yen）/
kg

  Other :

（注） 04 .03♪ 家畜伝染病予防法  
食品衛生法

（Note） 04 .03♪ Domestic Animal Infectious Disease Control Law  
Food Sanitation Law

0403 .20♪ 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 0403 . 20♪ Law Concerning Sugar and Starch Price Stabilization
0403 .20のうち♪ ●印を付したものの協定税率については附表参

照
ex 0403 . 20♪ The mark “●” in the column of the WTO rate, see the an-

nex


