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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２類  肉及び食用のくず肉 Chapter 2 Meat and edible meat offal

注 Note.
1 　この類には、次の物品を含まない。 1 .– This Chapter does not cover :
 （a）　第02 .01項から第02 .08項まで又は第02 .10項の物品で、

食用に適しないもの
 (a) Products of the kinds described in headings 02 .01 to 02 .08 or 

02 .10 , unfit or unsuitable for human consumption ;
 （b）　食用の生きていない昆虫類（第04 .10項参照）  (b) Edible, non-living insects (heading 04 .10 ) ;
 （c）　動物の腸、ぼうこう及び胃（第05 .04項参照）並びに動物

の血（第05 .11項及び第30 .02項参照）
 (c) Guts, bladders or stomachs of animals (heading 05 .04 ) or animal 

blood (heading 05 .11 or 30 .02 ) ; or
 （d）　動物性脂肪（第15類参照。第02 .09項の物品を除く。）  (d) Animal fat, other than products of heading 02 .09 (Chapter 15 ).
備考 Additional Note.
1 　この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除く
ほか、臓器を含む。

1 .– Throughout this Schedule the term “offal” is to be taken to in-
clude, unless otherwise provided, internal organs.
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第３類  魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲
無脊椎動物

Chapter 3 Fish and crustaceans, molluscs and other 
aquatic invertebrates

注 Notes.
1 　この類には、次の物品を含まない。 1 .– This Chapter does not cover :
 （a）　第01 .06項の哺乳類  (a) Mammals of heading 01 .06 ;
 （b）　第01 .06項の哺乳類の肉（第02 .08項及び第02 .10項参照）  (b) Meat of mammals of heading 01 .06 (heading 02 .08 or 02 .10 ) ;
 （c）　生きていない魚（肝臓、卵及びしらこを含む。）並びに生

きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
で、食用に適しない種類又は状態のもの（第５類参照）並び
に魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動
物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの（第
23 .01項参照）

 (c) Fish (including livers, roes and milt thereof) or crustaceans, mol-
luscs or other aquatic invertebrates, dead and unfit or unsuitable 
for human consumption by reason of either their species or their 
condition (Chapter 5 ) ; flours, meals or pellets of fish or of crusta-
ceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human 
consumption (heading 23 .01 ) ; or

 （d）　キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物（第16 .04
項参照）

 (d) Caviar or caviar substitutes prepared from fish eggs (heading 
16 .04 ).

2 　この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少
量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。

2 .– In this Chapter the term “pellets” means products which have 
been agglomerated either directly by compression or by the addi-
tion of a small quantity of binder.

3 　第03.05項から第03.08項までには、粉、ミール及びペレッ
トで、食用に適するものを含まない（第03.09項参照）。

3 .– Headings 03 .05 to 03 .08 do not cover flours, meals and pellets, fit 
for human consumption (heading 03 .09 ).

備考 Additional Note.
1 　第03.06項から第03.09項までにおいて「冷蔵したもの」及
び「冷凍したもの」には、乾燥し、塩蔵し、塩水漬けし又はく
ん製したものを含まない。

1 .– In headings 03 .06 to 03 .09 , the expressions “chilled” and “frozen” 
do not cover dried, salted, in brine or smoked.
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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)

（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（3）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 -(3 ) : 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
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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) :

011 3    － べにざけ（オンコルヒュンク
ス・ネルカ）

KG   Red salmon (Oncorhynchus nerka)

012 4    － ぎんざけ（オンコルヒュンク
ス・キストク）

KG   Silver salmon (Oncorhynchus kisutch)

019 4    － その他のもの KG   Other

0302 .14 000 5    大西洋さけ（サルモ・サラル）及
びドナウさけ（フコ・フコ）

5％ 3 .5％ ×無税
Free

KG   Atlantic salmon (Salmo salar) and Dan-
ube salmon (Hucho hucho)

0302 .19 000 0    その他のもの 5％ 3 .5％ ×無税
Free

KG   Other

   ひらめ・かれい類（かれい科、だ
るまがれい科、うしのした科、さ
さうしのした科、スコフタルムス
科又はこけびらめ科のもの。第
0302 .91号から第0302 .99号まで
の食用の魚のくず肉を除く。）

  Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cyno-
glossidae, Soleidae, Scophthalmidae and 
Citharidae), excluding edible fish offal of 
subheadings 0302 . 91 to 0302 . 99 :

0302 .21 000 5    ハリバット（レインハルドティ
ウス・ヒポグロソイデス、ヒポ
グロスス・ヒポグロスス及びヒ
ポグロスス・ステノレピス）

5％ 3 .5％ ×無税
Free

KG   Halibut (Reinhardtius hippoglossoides , 
Hippoglossus hippoglossus , Hippoglos-
sus stenolepis)

0302 .22 000 4    プレイス（プレウロネクテス・
プラテスサ）

5％ 3 .5％ ×無税
Free

KG   Plaice (Pleuronectes platessa)

0302 .23 000 3    ソール（ソレア属のもの） 5％ 3 .5％ ×無税
Free

KG   Sole (Solea spp.)

0302 .24 000 2    ターボット（プセタ・マクシマ） 5％ 3 .5％ ×無税
Free

KG   Turbots (Psetta maxima)

0302 .29 000 4    その他のもの 5％ 3 .5％ ×無税
Free

KG   Other

   まぐろ（トゥヌス属のもの）及びか
つお（カツオヌス・ペラミス）（第
0302 .91号から第0302 .99号まで
の食用の魚のくず肉を除く。）

  Tunas (of the genus Thunnus), skipjack 
tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus 
pelamis), excluding edible fish offal of sub-
headings 0302 . 91 to 0302 . 99 :

0302 .31 000 2    びんながまぐろ（トゥヌス・ア
ラルンガ）

5％ 3 .5％ ×無税
Free

KG   Albacore or longfinned tunas (Thunnus 
alalunga)

0302 .32 000 1    きはだまぐろ（トゥヌス・アル
バカレス）

5％ 3 .5％ ×無税
Free

KG   Yellowfin tunas (Thunnus albacares)

0302 .33 000 0    かつお（カツオヌス・ペラミス） 5％ 3 .5％ ×無税
Free

KG   Skipjack tuna (stripe-bellied bonito) 
(Katsuwonus pelamis)

0302 .34 000 6    めばちまぐろ（トゥヌス・オベ
スス）

5％ 3 .5％ ×無税
Free

KG   Bigeye tunas (Thunnus obesus)

0302 .35    くろまぐろ（トゥヌス・ティヌ
ス及びトゥヌス・オリエンタリ
ス）

5％ 3 .5％ ×無税
Free

  Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thun-
nus thynnus , Thunnus orientalis) :

010 1    － くろまぐろ（トゥヌス・ティ
ヌス）

KG   Atlantic bluefin tunas (Thunnus thyn-
nus)

020 4    － くろまぐろ（トゥヌス・オリ
エンタリス）

KG   Pacific bluefin tunas (Thunnus orien-
talis)

0302 .36 000 4    みなみまぐろ（トゥヌス・マッ
コイイ）

5％ 3 .5％ ×無税
Free

KG   Southern bluefin tunas (Thunnus mac-
coyii)


