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※ベースレート：関税の引き下げ基準となる税率

HS9
(2017.4.1)

品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

220710121 エチルアルコール（変性させてないもの）（アルコール分が９０％以上のも
の）（工業用アルコールの製造の用に供するもの）

0 即時撤廃

220710122 エチルアルコール（変性させてないもの）（アルコール分が９０％以上のも
の）（酢酸エチルの製造の用に供するもの）

0 即時撤廃

220710123 エチルアルコール（変性させてないもの）（アルコール分が９０％以上のも
の）（エチルアミンの製造の用に供するもの）

0 即時撤廃

220710130 エチルアルコール（変性させてないもの）（アルコール分が９０％以上のも
の）（アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの（連続式蒸留機に
より蒸留して使用するもの））

0 即時撤廃

220710191 エチルアルコール（変性させてないもの）（アルコール分が９０％以上のも
の）（その他のもの）（バイオマスから製造したものである旨が関税暫定措
置法施行令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチル－
ターシャリ－ブチルエーテルの製造の用に供するもの）

10% 即時撤廃

220710199 エチルアルコール（変性させてないもの）（アルコール分が９０％以上のも
の）（その他のもの）（その他のもの）

10% 2028年撤廃

220720100 変性アルコール（アルコール分が９０％以上のもの） 27.2% 2028年撤廃

220720200 変性アルコール（アルコール分が９０％未満のもの） 38.10円/l 2028年撤廃

250200000 硫化鉄鉱（焼いてないもの） 0 即時撤廃

250300000 硫黄（昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。） 0 即時撤廃

250410000 天然黒鉛（粉状又はフレーク状のもの） 0 即時撤廃

250490000 天然黒鉛（粉状又はフレーク状のものを除く。） 0 即時撤廃

250510000 けい砂 0 即時撤廃

250590000 天然の砂（けい砂を除く。） 0 即時撤廃

250610000 石英（天然の砂を除く。） 0 即時撤廃

250620000 けい岩 0 即時撤廃

250700000 カオリンその他のカオリン系粘土（焼いてあるかないかを問わない。） 0 即時撤廃

250810000 ベントナイト 0 即時撤廃

250830000 耐火粘土 0 即時撤廃

250840010 ばん土頁岩 0 即時撤廃

250840090 その他の粘土（ベントナイト、、耐火粘土及びばん土頁岩を除く。） 0 即時撤廃

250850000 アルダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト 0 即時撤廃

250860000 ムライト 0 即時撤廃

250870000 シャモット及びダイナスアース 0 即時撤廃

日英包括的経済連携協定（日英EPA)における我が国の工業製品（経済産業省関連）に関する合意の詳細
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

250900000 白亜 1.4% 即時撤廃

251010000 天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸
塩を含有する白亜（粉砕してないもの）

0 即時撤廃

251020000 天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸
塩を含有する白亜（粉砕したもの）

0 即時撤廃

251110000 天然の硫酸バリウム（重晶石） 0 即時撤廃

251120000 天然の炭酸バリウム（毒重石） 0 即時撤廃

251200000 けいそう土その他これに類するけい酸質の土（見掛け比重が１以下のもの
に限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。）

0 即時撤廃

251310000 パミスストーン 0 即時撤廃

251320000 エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の
材料

1.1% 即時撤廃

251400000 スレート（粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法に
より長方形（正方形を含む。）の塊状若しくは板状に単に切ってあるかない
かを問わない。）

0 即時撤廃

251511000 大理石及びトラバーチン（見掛け比重が２．５以上のもので、粗のもの及び
粗削りしたもの）

0 即時撤廃

251512000 大理石及びトラバーチン（見掛け比重が２．５以上のもので、のこぎりでひく
ことその他の方法により長方形（正方形を含む。）の塊状又は板状に単に
切ったもの）

0 即時撤廃

251520000 エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石（見掛け比重が
２．５以上のもの）及びアラバスター

0 即時撤廃

251611000 花こう岩（粗のもの及び粗削りしたもの） 0 即時撤廃

251612000 花こう岩（のこぎりでひくことその他の方法により長方形（正方形を含む。）
の塊状又は板状に単に切ったもの）

0 即時撤廃

251620000 砂岩 0 即時撤廃

251690000 石碑用又は建築用の岩石（花こう岩及び砂岩を除く。） 0 即時撤廃

251710000 小石、砂利及び砕石（コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバ
ラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問
わない。）並びにシングル及びフリント（熱処理をしてあるかないかを問わ
ない。）

0 即時撤廃

251720000 スラグ、トロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム（第２５１
７．１０号の物品を混入してあるかないかを問わない。）

0 即時撤廃

251730000 タールマカダム 0 即時撤廃

251741000 第２５．１５項の大理石の粒、破片及び粉 0 即時撤廃

251749000 第２５．１５項又は第２５．１６項の岩石の粒、破片及び粉（大理石を除く。） 0 即時撤廃

251810000 ドロマイト（焼いたもの及び焼結したものを除く。） 0 即時撤廃

251820000 ドロマイト（焼いたもの及び焼結したものに限る。） 0 即時撤廃
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発効の場合）

251830000 ドロマイトラミングミックス 0 即時撤廃

251910000 天然の炭酸マグネシウム（マグネサイト） 0 即時撤廃

251990010 酸化マグネシウム（天然の炭酸マグネシウムを焼いたものを除く。） 0 即時撤廃

251990091 マグネシアクリンカー 0 即時撤廃

251990099 溶融マグネシア、焼結マグネシア及び天然の炭酸マグネシウムを焼いたも
の（マグネシアクリンカーを除く。）

0 即時撤廃

252010000 天然石膏及び天然無水石膏 0 即時撤廃

252020010 プラスター（天然石膏を焼いたもの） 0 即時撤廃

252020090 硫酸カルシウムから成るプラスター 2.5% 即時撤廃

252100000 石灰石その他の石灰質の岩石（石灰又はセメントの製造に使用する種類
のもの）

0 即時撤廃

252210000 生石灰 0 即時撤廃

252220000 消石灰 0 即時撤廃

252230000 水硬性石灰 0 即時撤廃

252310000 セメントクリンカー 2.2% 即時撤廃

252321000 ポートランドセメント（白色セメント）（セメントクリンカーを除く。） 2.2% 即時撤廃

252329000 ポートランドセメント（白色セメント及びセメントクリンカーを除く。） 2.2% 即時撤廃

252330000 アルミナセメント（セメントクリンカーを除く。） 2.2% 即時撤廃

252390000 水硬性セメント（ポートランドセメント及びアルミナセメントを除く。）（セメント
クリンカーを除く。）

2.2% 即時撤廃

252410000 クロシドライト 0 即時撤廃

252490000 石綿（クロシドライトを除く。） 0 即時撤廃

252510000 雲母（粗のもの及びシート状又は片状にしたもの） 0 即時撤廃

252520000 雲母の粉 0 即時撤廃

252530000 雲母のくず 0 即時撤廃

252610000 ステアタイト及びタルク（破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの） 0 即時撤廃

252620000 ステアタイト及びタルク（破砕し又は粉状にしたもの） 0 即時撤廃

252800000 天然ほう酸塩及びその精鉱（焼いてあるかないかを問わないものとし、天
然かん水から分離したものを除く。）並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含
有量が乾燥状態において全重量の８５％以下のもの

0 即時撤廃

252910000 長石 0 即時撤廃

252921000 ほたる石（ふっ化カルシウムの含有量が全重量の９７％以下のもの） 0 即時撤廃
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発効の場合）

252922000 ほたる石（ふっ化カルシウムの含有量が全重量の９７％を超えるもの） 0 即時撤廃

252930000 白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト 0 即時撤廃

253010000 蛭石、真珠岩及び緑泥岩（膨脹させてないものに限る。） 0 即時撤廃

253020000 キーゼル石及び瀉利塩（天然の硫酸マグネシウム） 0 即時撤廃

253090000 その他の鉱物 0 即時撤廃

260111000 鉄鉱（精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。）（凝結させてないも
の）

0 即時撤廃

260112000 鉄鉱（精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。）（凝結させたもの） 0 即時撤廃

260120000 焼いた硫化鉄鉱 0 即時撤廃

260200010 マンガン鉱（精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において
全重量の３９％を超えるもの）

0 即時撤廃

260200019 マンガン鉱（マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の３９％以下の
もの）

0 即時撤廃

260200090 含鉄マンガン鉱（精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態にお
いて全重量の２０％以上のもの）

0 即時撤廃

260300000 銅鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

260400000 ニッケル鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

260500000 コバルト鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

260600000 アルミニウム鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

260700000 鉛鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

260800000 亜鉛鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

260900000 すず鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

261000000 クロム鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

261100000 タングステン鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

261210000 ウラン鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

261220000 トリウム鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

261310000 モリブデン鉱（精鉱を含む。）（焼いたもの） 0 即時撤廃

261390000 モリブデン鉱（精鉱を含む。）（焼いていないもの） 0 即時撤廃

261400010 イルメナイト（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

261400090 チタン鉱（精鉱を含む。）（イルメナイト以外のもの） 0 即時撤廃

261510000 ジルコニウム鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

261590000 ニオブ鉱、タンタル鉱及びバナジウム鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃
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譲許内容（2021.1月

発効の場合）

261610000 銀鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

261690000 貴金属鉱（精鉱を含む。）（銀鉱及びその精鉱を除く。） 0 即時撤廃

261710000 アンチモン鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

261790000 その他の鉱（精鉱を含む。） 0 即時撤廃

261800000 粒状スラグ（スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。） 0 即時撤廃

261900000 スラグ、ドロス（粒状スラグを除く。）、スケールその他のくず（鉄鋼製造の
際に生ずるものに限る。）

0 即時撤廃

262011000 ハードジンクスペルター 0 即時撤廃

262019000 スラグ、灰及び残留物（亜鉛を主成分とするもの）（ハードジンクスペルター
を除く。）

0 即時撤廃

262021000 スラグ、灰及び残留物（鉛を主成分とするもの）（加鉛ガソリンの汚泥及び
鉛アンチノック剤の汚泥）

0 即時撤廃

262029000 スラグ、灰及び残留物（鉛を主成分とするもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

262030000 スラグ、灰及び残留物（銅を主成分とするもの） 0 即時撤廃

262040000 スラグ、灰及び残留物（アルミニウムを主成分とするもの） 0 即時撤廃

262060000 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒素若しくは
これらの金属の摘出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のも
の

0 即時撤廃

262091000 アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有する
スラグ、灰及び残留物

0 即時撤廃

262099000 金属又は金属の化合物を含有するスラグ、灰及び残留物（鉄鋼製造の際
に生ずるものを除く。）

0 即時撤廃

262110000 都市廃棄物の焼却によって生じた灰及び残留物 0 即時撤廃

262190000 その他のスラグ、灰及び残留物 0 即時撤廃

270111000 無煙炭（凝結させたものを除く。） 0 即時撤廃

270112011 歴青炭（強粘結性のコークス用炭）（灰分の含有量が乾燥状態において全
重量の８％以下のもの）（凝結させたものを除く。）

0 即時撤廃

270112019 歴青炭（強粘結性のコークス用炭を除く。）（灰分の含有量が乾燥状態にお
いて全重量の８％以下のもの）（凝結させたものを除く。）

0 即時撤廃

270112091 歴青炭（強粘結性のコークス用炭）（灰分の含有量が乾燥状態において全
重量の８％を超えるもの）（凝結させたものを除く。）

0 即時撤廃

270112092 歴青炭（強粘結性のコークス用炭以外のコークス用炭）（灰分の含有量が
乾燥状態において全重量の８％を超えるもの）（凝結させたものを除く。）

0 即時撤廃

270112099 歴青炭（コークス用炭を除く。）（灰分の含有量が乾燥状熊において全重量
の８％を超えるもの）（凝結させたものを除く。）

0 即時撤廃

270119010 石炭（無煙炭及び歴青炭を除く。）（灰分の含有量が乾燥状態において全
重量の８％以下のもの）（凝結させたものを除く。）

0 即時撤廃
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270119090 石炭（無煙炭及び歴青炭を除く。）（灰分の含有量が乾燥状態において全
重量の８％を超えるもの）（凝結させたものを除く。）

0 即時撤廃

270210000 亜炭（粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除
く。）（黒玉を除く。）

0 即時撤廃

270220000 亜炭（凝結させたものに限る。）（黒玉を除く。） 0 即時撤廃

270300000 泥炭（ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わな
い。）

0 即時撤廃

270400010 コークス及び半成コークス（石炭、亜炭又は泥炭から製造したもの） 3.2% 即時撤廃

270400020 レトルトカーボン 0 即時撤廃

270500000 石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス（石油ガスそ
の他のガス状炭化水素を除く。）

0 即時撤廃

270600000 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール（再生
タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部
を除いてあるかないかを問わない。）

0 即時撤廃

270710000 ベンゾール（ベンゼン）（高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品
で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの）

0 即時撤廃

270720000 トルオール（トルエン）（高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品
で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの）

0 即時撤廃

270730000 キシロール（キシレン）（高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品
で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの）

0 即時撤廃

270740000 ナフタレン（高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成
分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの）

2.5% 即時撤廃

270750010 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（温度１５度における比重が０．８３以下のもの）

0 即時撤廃

270750090 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（温度１５度における比重が０．８３を超えるもの）

0 即時撤廃

270791000 クレオソート油（高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香
族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの）

0 即時撤廃

270799010 高温コールタール蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非
芳香族成分の重量を超えるもの（その他のもの）（温度１５度における比重
が０．８３以下のもの）

0 即時撤廃

270799090 高温コールタール蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非
芳香族成分の重量を超えるもの（その他のもの）（温度１５度における比重
が０．８３を超えるもの）

0 即時撤廃

270810000 ピッチ（コールタールその他の鉱物性タールから得たもの） 0 即時撤廃

270820000 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） 0 即時撤廃

270900100 石油及び歴青油（原油）（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）

0 即時撤廃
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(2017.4.1)

品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

270900900 石油及び歴青油（原油）（その他のもの） 0 即時撤廃

271012111 揮発油（低重合度の混合アルキレン）（トリプロピレン）（バイオディーゼルを
含まないもの）

0 即時撤廃

271012119 揮発油（低重合度の混合アルキレン）（トリプロピレンを除く）（バイオディー
ゼルを含まないもの）

2.2% 即時撤廃

271012120 揮発油　政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算５％留出温
度と減失量加算９５％留出温度との温度差が２度以内のもの（低重合度の
混合アルキレンを除く。）（バイオディーゼルを含まないもの）

3.9% 即時撤廃

271012131 揮発油（航空機用のもの）（温度１５度における比重が０．８０１７以下のも
の）（バイオディーゼルを含まないもの）

934 yen/kl 即時撤廃

271012132 揮発油（航空機用のもの）（温度１５度における比重が０．８０１７を超えるも
の）（バイオディーゼルを含まないもの）

934 yen/kl 即時撤廃

271012137 揮発油（自動車の燃料用のもの）（バイオディーゼルを含まないもの） 934 yen/kl 即時撤廃

271012139 揮発油（その他のもの）（バイオディーゼルを含まないもの） 934 yen/kl 即時撤廃

271012141 灯油（低重合度の混合アルキレン）（バイオディーゼルを含まないもの） 2.5% 即時撤廃

271012142 灯油｛ノルマルパラフィン（直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の９５％
以上のものに限る。）｝（バイオディーゼルを含まないもの）

0 即時撤廃

271012143 灯油（ジェットエンジンの燃料用のもの）（バイオディーゼルを含まないも
の）

346
yen/kl

即時撤廃

271012144 灯油（政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの）（バイオディー
ゼルを含まないもの）

0 即時撤廃

271012149 灯油（ジェットエンジンの燃料用のもの以外のもの）（その他のもの）（バイ
オディーゼルを含まないもの）

346
yen/kl

即時撤廃

271012151 軽油(政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの）（バイオディーゼ
ルを含まないもの）

0 即時撤廃

271012159 軽油(その他のもの）（バイオディーゼルを含まないもの） 750 yen/kl 即時撤廃

271012181 揮発油（政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの）（バイオ
ディーゼルを含まないもの）

0 即時撤廃

271012900 その他のもの｛石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物品を加えたも
ので、その物品の重量が全重量の５％未満のものを含む）以外）（バイオ
ディーゼルを含まないもの）

3.3% 即時撤廃

271019141 灯油（低重合度の混合アルキレン）（軽質油及びその調製品以外のもの）
（バイオディーゼルを含まないもの）

2.5% 即時撤廃

271019142 灯油｛ノルマルパラフィン（直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の９５％
以上のものに限る。）｝（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディー
ゼルを含まないもの）

0 即時撤廃

271019143 灯油（ジェットエンジンの燃料用のもの）（軽質油及びその調製品以外のも
の）（バイオディーゼルを含まないもの）

346
yen/kl

即時撤廃

271019144 灯油（政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの）（軽質油及びそ
の調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

0 即時撤廃



8

HS9
(2017.4.1)

品目名 ベースレート
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発効の場合）

271019149 灯油（その他のもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディー
ゼルを含まないもの）

346
yen/kl

即時撤廃

271019151 軽油（政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの）（軽質油及びそ
の調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

0 即時撤廃

271019159 軽油（その他のもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディー
ゼルを含まないもの）

750 yen/kl 即時撤廃

271019161 重油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（製油の原料として
使用するもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを
含まないもの）

0 即時撤廃

271019162 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（製油の原料として
使用するもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを
含まないもの）

0 即時撤廃

271019163 重油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（温度１５度におけ
る比重が０．８３以上で引火点が温度１３０度以下のもの（本邦に到着した
時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦
に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質
を有するものに限る。）のうち、農林漁業の用に供するもの（軽質油及びそ
の調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

0 即時撤廃

271019164 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（温度１５度におけ
る比重が０．８３以上で引火点が温度１３０度以下のもの（本邦に到着した
時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦
に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質
を有するものに限る。）のうち、農林漁業の用に供するもの（軽質油及びそ
の調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

0 即時撤廃

271019165 重油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（温度１５度におけ
る比重が０．８３以上で引火点が温度１３０度以下のもの（本邦に到着した
時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦
に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質
を有するものに限る。）のうち、農林漁業の用に供するもの以外のもの（硫
黄の含有量が全重量の０．３％以下のもの）（軽質油及びその調製品以外
のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

459
yen/kl

即時撤廃

271019166 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（温度１５度におけ
る比重が０．８３以上で引火点が温度１３０度以下のもの（本邦に到着した
時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦
に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質
を有するものに限る。）のうち、農林漁業の用に供するもの以外のもの（硫
黄の含有量が全重量の０．３％以下のもの）（軽質油及びその調製品以外
のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

459
yen/kl

即時撤廃

271019167 重油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（その他のもの）
（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

459
yen/kl

即時撤廃

271019169 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（その他のもの）
（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

459
yen/kl

即時撤廃

271019171 重油（温度１５度における比重が０．９０３７を超えるもの）（製油の原料とし
て使用するもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼル
を含まないもの）

0 即時撤廃

271019172 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７を超えるもの）（製油の原料とし
て使用するもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼル
を含まないもの）

0 即時撤廃
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発効の場合）

271019173 重油（温度１５度における比重が０．９０３７を超えるもの）（硫黄の含有量
が全重量の０．３％以下のもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バ
イオディーゼルを含まないもの）

249
yen/kl

即時撤廃

271019174 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７を超えるもの）（硫黄の含有量
が全重量の０．３％以下のもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バ
イオディーゼルを含まないもの）

249
yen/kl

即時撤廃

271019175 重油（温度１５度における比重が０．９０３７を超えるもの）（その他のもの）
（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

249
yen/kl

即時撤廃

271019179 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７を超えるもの）（その他のもの）
（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

249
yen/kl

即時撤廃

271019188 潤滑油（流動パラフィンを含む。）（温度１５度における比重が０．８４９４以
下のもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含ま
ないもの）

3.9% 即時撤廃

271019193 流動パラフィン（温度１５度における比重が０．８４９４を超えるもの）（軽質
油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

3.9% 即時撤廃

271019194 切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油（温度１５度における比重が０．８４９
４を超えるもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを
含まないもの）

3.9% 即時撤廃

271019195 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（温度１５度
における比重が０．８４９４を超えるもの）（軽質油及びその調製品以外のも
の）（バイオディーゼルを含まないもの）

3.9% 即時撤廃

271019196 潤滑油（流動パラフィンを含む）（その他のもの）（軽質油及びその調製品
以外のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

7.9% 即時撤廃

271019199 石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品
の重量が全重量の５％未満のもの）（その他のもの）（軽質油及びその調
製品以外のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

3.9% 即時撤廃

271019210 その他のもの｛石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物品を加えたも
ので、その物品の重量が全重量の５％未満のものを含む）以外｝　（グリー
ス）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含まないも
の）

3.3% 即時撤廃

271019291 その他のもの｛石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物品を加えたも
ので、その物品の重量が全重量の５％未満のものを含む）以外｝　（温度１
５度における比重が０．８４９４以下のもの）（軽質油及びその調製品以外
のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

3.3% 即時撤廃

271019293 その他のもの｛石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物品を加えたも
ので、その物品の重量が全重量の５％未満のものを含む）以外｝　（温度１
５度における比重が０．８４９４を超えるもの）（液状の潤滑剤）（軽質油及び
その調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

3.3% 即時撤廃

271019299 その他のもの｛石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物品を加えたも
ので、その物品の重量が全重量の５％未満のものを含む）以外｝　（温度１
５度における比重が０．８４９４を超えるもの）（その他のもの）（軽質油及び
その調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含まないもの）

3.3% 即時撤廃

271020111 揮発油（低重合度の混合アルキレン）（トリプロピレン）（バイオディーゼルを
含むもの）

0 即時撤廃

271020119 揮発油（低重合度の混合アルキレン）（トリプロピレンを除く）（バイオディー
ゼルを含むもの）

2.2% 即時撤廃
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271020120 揮発油　政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算５％留出温
度と減失量加算９５％留出温度との温度差が２度以内のもの（低重合度の
混合アルキレンを除く。）（バイオディーゼルを含むもの）

3.9% 即時撤廃

271020131 揮発油（航空機用のもの）（温度１５度における比重が０．８０１７以下のも
の）（バイオディーゼルを含むもの）

934
yen/kl

即時撤廃

271020132 揮発油（航空機用のもの）（温度１５度における比重が０．８０１７を超えるも
の）（バイオディーゼルを含むもの）

934
yen/kl

即時撤廃

271020137 揮発油（自動車の燃料用のもの）（バイオディーゼルを含むもの） 934
yen/kl

即時撤廃

271020139 揮発油（その他のもの）（バイオディーゼルを含むもの） 934
yen/kl

即時撤廃

271020141 灯油（低重合度の混合アルキレン）（バイオディーゼルを含むもの） 2.5% 即時撤廃

271020142 灯油｛ノルマルパラフィン（直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の９５％
以上のものに限る。）｝（バイオディーゼルを含むもの）

0 即時撤廃

271020143 灯油（ジェットエンジンの燃料用のもの）（バイオディーゼルを含むもの） 346
yen/kl

即時撤廃

271020144 灯油（政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの）（その他のも
の）（バイオディーゼルを含むもの）

0 即時撤廃

271020149 灯油（ジェットエンジンの燃料用のもの以外のもの）（その他のもの）（バイ
オディーゼルを含むもの）

750
yen/kl

即時撤廃

271020151 軽油(政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの）（バイオディーゼ
ルを含むもの）

0 即時撤廃

271020159 軽油(その他のもの）（バイオディーゼルを含むもの） 750 yen/kl 即時撤廃

271020161 重油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（製油の原料として
使用するもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを
含むもの）

0 即時撤廃

271020162 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（製油の原料として
使用するもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを
含むもの）

0 即時撤廃

271020163 重油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（温度１５度におけ
る比重が０．８３以上で引火点が温度１３０度以下のもの（本邦に到着した
時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦
に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質
を有するものに限る。）のうち、農林漁業の用に供するもの（軽質油及びそ
の調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

0 即時撤廃

271020164 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（温度１５度におけ
る比重が０．８３以上で引火点が温度１３０度以下のもの（本邦に到着した
時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦
に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質
を有するものに限る。）のうち、農林漁業の用に供するもの（軽質油及びそ
の調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

0 即時撤廃

271020165 重油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（温度１５度におけ
る比重が０．８３以上で引火点が温度１３０度以下のもの（本邦に到着した
時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦
に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質
を有するものに限る。）のうち、農林漁業の用に供するもの以外のもの（硫
黄の含有量が全重量の０．３％以下のもの）（軽質油及びその調製品以外
のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

459
yen/kl

即時撤廃
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譲許内容（2021.1月

発効の場合）

271020166 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（温度１５度におけ
る比重が０．８３以上で引火点が温度１３０度以下のもの（本邦に到着した
時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦
に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質
を有するものに限る。）のうち、農林漁業の用に供するもの以外のもの（硫
黄の含有量が全重量の０．３％以下のもの）（軽質油及びその調製品以外
のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

459
yen/kl

即時撤廃

271020167 重油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（その他のもの）
（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

459
yen/kl

即時撤廃

271020169 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７以下のもの）（その他のもの）
（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

459
yen/kl

即時撤廃

271020171 重油（温度１５度における比重が０．９０３７を超えるもの）（製油の原料とし
て使用するもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼル
を含むもの）

0 即時撤廃

271020172 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７を超えるもの）（製油の原料とし
て使用するもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼル
を含むもの）

0 即時撤廃

271020173 重油（温度１５度における比重が０．９０３７を超えるもの）（硫黄の含有量
が全重量の０．３％以下のもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バ
イオディーゼルを含むもの）

249
yen/kl

即時撤廃

271020174 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７を超えるもの）（硫黄の含有量
が全重量の０．３％以下のもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バ
イオディーゼルを含むもの）

249
yen/kl

即時撤廃

271020175 重油（温度１５度における比重が０．９０３７を超えるもの）（その他のもの）
（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

249
yen/kl

即時撤廃

271020179 粗油（温度１５度における比重が０．９０３７を超えるもの）（その他のもの）
（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

249
yen/kl

即時撤廃

271020181 揮発油（政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの）（バイオ
ディーゼルを含むもの）

0 即時撤廃

271020188 潤滑油（流動パラフィンを含む。）（温度１５度における比重が０．８４９４以
下のもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含む
もの）

3.9% 即時撤廃

271020193 流動パラフィン（温度１５度における比重が０．８４９４を超えるもの）（軽質
油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

3.9% 即時撤廃

271020194 切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油（温度１５度における比重が０．８４９
４を超えるもの）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを
含むもの）

3.9% 即時撤廃

271020195 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（温度１５度
における比重が０．８４９４を超えるもの）（軽質油及びその調製品以外のも
の）（バイオディーゼルを含むもの）

3.9% 即時撤廃

271020196 潤滑油（流動パラフィンを含む）（その他のもの）（軽質油及びその調製品
以外のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

7.9% 即時撤廃

271020199 石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品
の重量が全重量の５％未満のもの）（その他のもの）（軽質油及びその調
製品以外のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

3.9% 即時撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

271020210 その他のもの｛石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物品を加えたも
ので、その物品の重量が全重量の５％未満のものを含む）以外｝　（グリー
ス）（軽質油及びその調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

3.3% 即時撤廃

271020291 その他のもの｛石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物品を加えたも
ので、その物品の重量が全重量の５％未満のものを含む）以外｝　（温度１
５度における比重が０．８４９４以下のもの）（軽質油及びその調製品以外
のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

3.3% 即時撤廃

271020293 その他のもの｛石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物品を加えたも
ので、その物品の重量が全重量の５％未満のものを含む）以外｝　（温度１
５度における比重が０．８４９４を超えるもの）（液状の潤滑剤）（軽質油及び
その調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

3.3% 即時撤廃

271020299 その他のもの｛石油及び歴青油（石油及び歴青油以外の物品を加えたも
ので、その物品の重量が全重量の５％未満のものを含む）以外｝　（温度１
５度における比重が０．８４９４を超えるもの）（その他のもの）（軽質油及び
その調製品以外のもの）（バイオディーゼルを含むもの）

3.3% 即時撤廃

271091000 廃油（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

0 即時撤廃

271099000 廃油（その他のもの） 0 即時撤廃

271111000 液化天然ガス 0 即時撤廃

271112000 液化プロパン 0 即時撤廃

271113010 液化ブタン（アンモニア、２－エチルヘキシルアルコール、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）

0 即時撤廃

271113020 液化ブタン（アンモニア、２－エチルヘキシルアルコール、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を除く。）

0 即時撤廃

271114010 液化エチレン 624 yen/MT 即時撤廃

271114020 液化プロピレン、液化ブチレン及び液化ブタジエン 0 即時撤廃

271119010 液化石油ガス 0 即時撤廃

271119020 液化した石油ガスその他のガス状炭化水素（その他のもの） 4.1% 即時撤廃

271121000 天然ガス（ガス状のもの） 4.1% 即時撤廃

271129000 石油ガスその他のガス状炭化水素（ガス状のもの）（天然ガスを除く） 4.1% 即時撤廃

271210000 ペトロラタム 2.5% 即時撤廃

271220000 パラフィンろう（油の含有量が全重量の０．７５％未満のものに限る。） 2.7% 即時撤廃

271290000 パラフィンろう（油の含有量が全重量の０．７５％以上のもの）、ミクロクリス
タリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろう
その他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により
得たもの

2.7% 即時撤廃

271311000 石油コークス（焼いてないもの） 0 即時撤廃

271312000 石油コークス（焼いたもの） 0 即時撤廃

271320000 石油アスファルト 0 即時撤廃
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発効の場合）

271390100 石油又は歴青油の残留物（石油コークス及び石油アスファルトを除く。）
（潤滑油を溶剤により精製する際に生ずる副生抽出物（流動点が温度３５
度以下のもの））

3.9% 即時撤廃

271390200 石油又は歴青油の残留物（石油コークス、石油アスファルト及び潤滑油を
溶剤により精製する際に生ずる副生抽出物（流動点が温度３５度以下のも
の）を除く。）

0 即時撤廃

271410000 歴青質頁岩、油母頁岩及びタールサンド 0 即時撤廃

271490000 天然ビチューメン、天然アスファルト、アスファルタイト及びアスファルチック
ロック

0 即時撤廃

271500000 歴青質混合物（天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱
物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マス
チック及びカットバック）

0 即時撤廃

280110000 塩素 2.5% 即時撤廃

280120000 よう素 0 即時撤廃

280130000 ふっ素及び臭素 0 即時撤廃

280200000 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄 0 即時撤廃

280300000 炭素（カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを
除く。）

3.9% 即時撤廃

280410000 水素 3.3% 即時撤廃

280421000 アルゴン 0 即時撤廃

280429100 ヘリウム 0 即時撤廃

280429200 希ガス（アルゴン及びヘリウムを除く。） 0 即時撤廃

280430000 窒素 3.3% 即時撤廃

280440000 酸素 3.3% 即時撤廃

280450000 ほう素及びテルル 3.3% 即時撤廃

280461100 けい素（単結晶のもの）（けい素の含有量が全重量の９９．９９％以上のも
の）

0 即時撤廃

280461200 けい素（単結晶のものを除く。）（けい素の含有量が全重量の９９．９９％以
上のもの）

0 即時撤廃

280469000 けい素（けい素の含有量が全重量の９９．９９％未満のもの） 0 即時撤廃

280470000 りん 0 即時撤廃

280480000 砒素 3.3% 即時撤廃

280490000 セレン 3.9% 即時撤廃

280511000 ナトリウム 3.9% 即時撤廃

280512000 カルシウム 0 即時撤廃

280519000 アルカリ金属及びアルカリ土類金属（その他のもの） 0 即時撤廃
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280530000 希土類金属、スカンジウム及びイットリウム（これらの相互の混合物又は
合金にしてあるかないかを問わない。）

0 即時撤廃

280540000 水銀 5.4% 即時撤廃

280610000 塩化水素（塩酸） 2.5% 即時撤廃

280620000 クロロ硫酸 0 即時撤廃

280700000 硫酸及び発煙硫酸 2.5% 即時撤廃

280800000 硝酸及び硫硝酸 2.5% 即時撤廃

280910000 五酸化二りん 3.3% 即時撤廃

280920000 りん酸及びポリりん酸 3.3% 即時撤廃

281000000 ほう素の酸化物及びほう酸 0 即時撤廃

281111000 ふっ化水素（ふっ化水素酸） 3.3% 即時撤廃

281112000 シアン化水素（シアン化水素酸） 3.3% 即時撤廃

281119100 臭化水素酸 0 即時撤廃

281119900 その他の無機酸 3.3% 即時撤廃

281121000 二酸化炭素 3.3% 即時撤廃

281122000 二酸化けい素 3.3% 即時撤廃

281129110 四酸化ニ窒素 0 即時撤廃

281129120 二酸化硫黄 0 即時撤廃

281129900 その他の無機非金属酸化物 3.6% 即時撤廃

281211000 二酸化カルボニン（ホスゲン） 3.3% 即時撤廃

281212000 オキシ塩化りん 3.3% 即時撤廃

281213000 三塩化りん 3.3% 即時撤廃

281214000 五塩化りん 3.3% 即時撤廃

281215000 一塩化硫黄 3.3% 即時撤廃

281216000 二塩化硫黄 3.3% 即時撤廃

281217000 塩化チオニル 3.3% 即時撤廃

281219000 その他の塩化物及び塩化酸化物 3.3% 即時撤廃

281290000 非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物（塩化物及び塩化酸化物を
除く。）

3.3% 即時撤廃

281310000 二硫化炭素 0 即時撤廃
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281390000 非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品（二硫化炭素
を除く。）

3.3% 即時撤廃

281410000 無水アンモニア 2.5% 即時撤廃

281420000 アンモニア水 2.5% 即時撤廃

281511000 水酸化ナトリウム（かせいソーダ）（固体のもの） 5.3% 即時撤廃

281512000 水酸化ナトリウム（かせいソーダ）（水溶液のもの（ソーダ液）） 5.3% 即時撤廃

281520000 水酸化カリウム（かせいカリ） 3.9% 即時撤廃

281530000 ナトリウム又はカリウムの過酸化物 3.9% 即時撤廃

281610000 マグネシウムの水酸化物及び過酸化物 3.3% 即時撤廃

281640000 ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 3.3% 即時撤廃

281700000 酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 4.3% 即時撤廃

281810010 人造コランダム（化学的に単一であるかないかを問わない。）（粒をそろえ
たもの）

3.3% 即時撤廃

281810090 人造コランダム（化学的に単一であるかないかを問わない。）（粒をそろえ
たものを除く。）

3.3% 即時撤廃

281820000 酸化アルミニウム（人造コランダムを除く。） 0 即時撤廃

281830000 水酸化アルミニウム 3.3% 即時撤廃

281910000 三酸化クロム 3.3% 即時撤廃

281990000 クロムの酸化物及び水酸化物（三酸化クロムを除く。） 3.3% 即時撤廃

282010000 二酸化マンガン 3.3% 即時撤廃

282090000 マンガンの酸化物（二酸化マンガンを除く。） 3.3% 即時撤廃

282110010 鉄の酸化物 3.3% 即時撤廃

282110090 鉄の水酸化物 3.3% 即時撤廃

282120000 アースカラー（三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の７０％以上
のもの）

3.3% 即時撤廃

282200010 コバルトの酸化物及び商慣行上酸化コバルトとして取引する物品 0 即時撤廃

282200090 コバルトの水酸化物 0 即時撤廃

282300000 チタンの酸化物 4% 即時撤廃

282410000 一酸化鉛（リサージ） 4.7% 即時撤廃

282490100 鉛丹及びオレンジ鉛 4.7% 即時撤廃

282490900 鉛の酸化物（一酸化鉛（リサージ）を除く。） 0 即時撤廃

282510030 無水ヒドラジン 0 即時撤廃
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発効の場合）

282510050 ヒドラジン及びその無機塩（無水ヒドラジンを除く。） 3.9% 即時撤廃

282510090 ヒドロキシルアミン及びその無機塩 3.9% 即時撤廃

282520000 酸化リチウム及び水酸化リチウム 0 即時撤廃

282530000 バナジウムの酸化物及び水酸化物 0 即時撤廃

282540000 ニッケル酸の酸化物及び水酸化物 4.8% 即時撤廃

282550000 銅の酸化物及び水酸化物 4.8% 即時撤廃

282560100 二酸化ゲルマニウム 0 即時撤廃

282560200 ゲルマニウムの酸化物及び二酸化ジルコニウム（二酸化ゲルマニウムを
除く。）

3.9% 即時撤廃

282570000 モリブデンの酸化物及び水酸化物 0 即時撤廃

282580010 三酸化アンチモン（課税価格が１ｋｇにつき１９９円未満のものに限る。） 5.5% 即時撤廃

282580021 三酸化アンチモン（課税価格が１ｋｇにつき１９９円以上のものに限る。） 4.8% 即時撤廃

282580029 アンチモンの酸化物（三酸化アンチモンを除く。） 4.8% 即時撤廃

282590100 酸化第一すず及び酸化第二すず 3.3% 即時撤廃

282590200 酸化ベリリウム 0 即時撤廃

282590900 その他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 0 即時撤廃

282612000 ふっ化物（アルミニウムのもの） 3.3% 即時撤廃

282619010 ふっ化物（アンモニウム又はナトリウムのもの） 3.3% 即時撤廃

282619090 ふっ化物（アルミニウム、アンモニウム又はナトリウムのものを除く。） 3.3% 即時撤廃

282630000 ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム（人造氷晶石） 0 即時撤廃

282690100 ナトリウム又はカリウムのフルオロけい酸塩 3.3% 即時撤廃

282690910 フルオロタンタル酸カリウム 0 即時撤廃

282690990 フルオロけい酸塩、フロオロアルミン酸塩その他のふっ素錯塩（その他のも
の）

0 即時撤廃

282710000 塩化アンモニウム 0 即時撤廃

282720000 塩化カルシウム 3.3% 即時撤廃

282731000 マグネシウムの塩化物 3.3% 即時撤廃

282732000 アルミニウムの塩化物 3.3% 即時撤廃

282735000 ニッケルの塩化物 3.3% 即時撤廃

282739100 亜鉛の塩化物 3.9% 即時撤廃

282739910 鉄の塩化物 3.3% 即時撤廃

282739920 コバルトの塩化物 3.3% 即時撤廃
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発効の場合）

282739990 塩化物（その他のもの） 3.3% 即時撤廃

282741000 銅の塩化酸化物及び塩化水酸化物 3.3% 即時撤廃

282749000 塩化酸化物及び塩化水酸化物（銅のものを除く。） 3.3% 即時撤廃

282751000 ナトリウム又はカリウムの臭化物 0 即時撤廃

282759100 臭化アンモニウム 0 即時撤廃

282759900 臭化物及び臭化酸化物（ナトリウム又はカリウムの臭化物及び臭化アンモ
ニウムを除く。）

3.9% 即時撤廃

282760000 よう化物及びよう化酸化物 3.3% 即時撤廃

282810000 商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品その他カルシウムの
次亜塩素酸塩

3.3% 即時撤廃

282890000 次亜塩素酸塩、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩（次亜塩素酸カルシウムを
除く。）

3.3% 即時撤廃

282911000 ナトリウムの塩素酸塩 3.3% 即時撤廃

282919000 塩素酸塩（ナトリウムの塩素酸塩を除く。） 3.3% 即時撤廃

282990100 臭素酸塩 0 即時撤廃

282990900 過塩素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩 3.9% 即時撤廃

283010000 ナトリウムの硫化物 2.5% 即時撤廃

283090000 硫化物及び多硫化物（その他のもの） 0 即時撤廃

283110000 亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩（ナトリウムのもの） 3.3% 即時撤廃

283190000 亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩（ナトリウムのものを除く。） 3.3% 即時撤廃

283210000 ナトリウムの亜硫酸塩 5.4% 即時撤廃

283220000 亜硫酸塩（ナトリウムのものを除く。） 5.4% 即時撤廃

283230000 チオ硫酸塩 5.4% 即時撤廃

283311000 硫酸二ナトリウム 3.3% 即時撤廃

283319000 ナトリウムの硫酸塩（硫酸二ナトリウムを除く。） 3.3% 即時撤廃

283321000 マグネシウムの硫酸塩 0 即時撤廃

283322000 アルミニウムの硫酸塩 0 即時撤廃

283324000 ニッケルの硫酸塩 3.9% 即時撤廃

283325000 銅の硫酸塩 3.9% 即時撤廃

283327000 バリウムの硫酸塩 3.9% 即時撤廃

283329100 亜鉛の硫酸塩 3.9% 即時撤廃
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発効の場合）

283329900 硫酸塩（その他のもの） 0 即時撤廃

283330000 みょうばん 0 即時撤廃

283340000 ペルオキソ硫酸塩（過硫酸塩） 0 即時撤廃

283410000 亜硝酸塩 3.3% 即時撤廃

283421000 カリウムの硝酸塩 3.9% 即時撤廃

283429100 硝酸カルシウム 0 即時撤廃

283429200 硝酸バリウム 3.9% 即時撤廃

283429300 硝酸塩（カリウムの硝酸塩、ビスマスの硝酸塩、硝酸カルシウム及び硝酸
バリウムを除く。）

3.3% 即時撤廃

283510000 ホスフィン酸塩（次亜りん酸塩）及びホスホン酸塩（亜りん酸塩） 3.9% 即時撤廃

283522000 一ナトリウム又は二ナトリウムのりん酸塩 3.9% 即時撤廃

283524000 カリウムのりん酸塩 3.9% 即時撤廃

283525000 オルトりん酸水素カルシウム（りん酸二カルシウム） 3.9% 即時撤廃

283526000 カルシウムのりん酸塩（オルトりん酸水素カルシウム（りん酸二カルシウ
ム）を除く。）

3.9% 即時撤廃

283529010 三ナトリウムのりん酸塩 3.9% 即時撤廃

283529090 りん酸塩（その他のもの） 3.9% 即時撤廃

283531000 三りん酸ナトリウム（トリポリりん酸ナトリウム） 4.7% 即時撤廃

283539000 ポリりん酸塩（三りん酸ナトリウム（トリポリりん酸ナトリウム）を除く。） 3.9% 即時撤廃

283620100 ソーダ灰 5.5% or 1.68
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

283620200 炭酸二ナトリウム（ソーダ灰を除く。） 3.3% 即時撤廃

283630000 炭酸水素ナトリウム（重炭酸ナトリウム） 3.9% 即時撤廃

283640000 カリウムの炭酸塩 3.9% 即時撤廃

283650000 炭酸カルシウム 3.3% 即時撤廃

283660000 炭酸バリウム 3.9% 即時撤廃

283691000 リチウムの炭酸塩 0 即時撤廃

283692000 炭酸ストロンチウム 3.3% 即時撤廃

283699000 炭酸塩及びペルオキソ炭酸塩（過炭酸塩）（その他のもの） 3.3% 即時撤廃

283711000 ナトリウムのシアン化物及びシアン化酸化物 4.3% 即時撤廃

283719000 シアン化物及びシアン化酸化物（ナトリウムのものを除く。） 3.3% 即時撤廃
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発効の場合）

283720000 シアノ錯塩 3.3% 即時撤廃

283911000 ナトリウムのメタけい酸塩 3.3% 即時撤廃

283919000 ナトリウムのけい酸塩及び商慣行上ナトリウムのけい酸塩として取引する
物品（ナトリウムのメタけい酸塩を除く。）

3.3% 即時撤廃

283990010 カリウムのけい酸塩及び商慣行上カリウムのけい酸塩として取引する物品 3.3% 即時撤廃

283990090 けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品（ナト
リウムのもの、カリウムのものを除く。）

3.3% 即時撤廃

284011000 四ほう酸二ナトリウム（精製ほう砂）（無水物） 0 即時撤廃

284019000 四ほう酸二ナトリウム（精製ほう砂）（無水物を除く） 0 即時撤廃

284020000 ほう酸塩（四ほう酸二ナトリウム（精製ほう砂）を除く。） 0 即時撤廃

284030000 ペルオキソほう酸塩（過ほう酸塩） 0 即時撤廃

284130000 二クロム酸ナトリウム 0 即時撤廃

284150010 クロム酸塩（亜鉛又は鉛のものに限る。） 4% 即時撤廃

284150090 その他のクロム酸塩及び二クロム酸塩並びにペルオキソクロム酸塩 4% 即時撤廃

284161000 亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩（過マンガン酸カリウ
ム）

3.9% 即時撤廃

284169000 亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩（過マンガン酸カリウム
を除く。）

3.9% 即時撤廃

284170000 モリブデン酸塩 3.3% 即時撤廃

284180000 タングステン酸塩（ウォルフラム酸塩） 3.3% 即時撤廃

284190010 アルミン酸塩 3.3% 即時撤廃

284190090 オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩（その他のもの） 3.3% 即時撤廃

284210000 けい酸の複塩及び錯塩（アルミノけい酸塩（化学的に単一であるかないか
を問わない。）を含む。）

2.6% 即時撤廃

284290010 雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩 3.3% 即時撤廃

284290090 その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩（けい酸の複塩及び錯塩を除く。） 3.3% 即時撤廃

284310000 コロイド状貴金属 2.5% 即時撤廃

284321000 硝酸銀 2.5% 即時撤廃

284329000 銀の化合物（硝酸銀を除く。） 2.5% 即時撤廃

284330000 金化合物 2.5% 即時撤廃

284390000 貴金属の無機又は有機の化合物及び貴金属のアマルガム（銀化合物及
び金化合物を除く。）

2.5% 即時撤廃

284410000 天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を含有する
合金、ディスパーション（サーメットを含む。）、陶磁製品及び混合物

0 即時撤廃
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譲許内容（2021.1月

発効の場合）

284420000 ウラン２３５を濃縮したウラン及びプルトニウム並びにこれらの化合物並び
にウラン２３５を濃縮したウラン、プルトニウム又はこれらの化合物を含有
する合金、ディスパーション（サーメットを含む。）、陶磁製品及び混合物

0 即時撤廃

284430000 ウラン２３５を減少させたウラン及びトリウム並びにこれらの化合物並びに
ウラン２３５を減少させたウラン、トリウム又はこれらの化合物を含有する
合金、ディスパーション（サーメットを含む。）、陶磁製品及び混合物

0 即時撤廃

284440010 核分裂性同位元素の化合物並びにこれを含有する合金、ディスパーション
（サーメットを含む。）、陶磁製品及び混合物

0 即時撤廃

284440020 放射性同位元素の化合物並びにこれを含有する合金、ディスパーション
（サーメットを含む。）、陶磁製品及び混合物

0 即時撤廃

284440090 放射性元素及び放射性同位元素並びに放射性元素の化合物並びに放射
性元素又はその化合物を含有する合金、ディスパーション（サーメットを含
む。）、陶磁製品及び混合物並びに放射性残留物

0 即時撤廃

284450000 使用済みの原子炉用核燃料要素（カートリッジ） 0 即時撤廃

284510000 重水（酸化重水素） 0 即時撤廃

284590000 同位元素（第２８．４４項のものを除く。）及びその無機又は有機の化合物
（重水（酸化重水素）を除く。）

0 即時撤廃

284610010 酸化セリウム 0 即時撤廃

284610090 セリウム化合物（酸化セリウムを除く。） 0 即時撤廃

284690210 酸化イットリウム 0 即時撤廃

284690220 酸化ランタン 0 即時撤廃

284690290 希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物及び
これらの金属の混合物の無機又は有機の化合物（その他のもの）

0 即時撤廃

284700000 過酸化水素（尿素により固形化してあるかないかを問わない。） 3.3% 即時撤廃

284910000 カルシウムの炭化物 2.5% 即時撤廃

284920010 けい素の炭化物（粒をそろえたもの） 3.3% 即時撤廃

284920090 けい素の炭化物（粒をそろえたものを除く。） 3.3% 即時撤廃

284990010 炭化ほう素、炭化ニオブ及び炭化タンタル 2.5% 即時撤廃

284990090 炭化物（その他のもの） 2.5% 即時撤廃

285000000 水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物（化学的に単一であ
るかないかを問わないものとし、第２８．４９項の炭化物に該当するものを
除く。）

3.3% 即時撤廃

285210100 認証標準物質（化学的に単一のもの） 0 即時撤廃

285210210 硫酸塩（化学的に単一のもの） 0 即時撤廃

285210220 写真用の化学調製品（ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製
品を除く。）及び写真用の物品で混合してないもの（使用量にしたもの及び
小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。）（化学的に単
一のもの）

0 即時撤廃
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285210291 水銀の炭化物（化学的に単一のもの） 2.5% 即時撤廃

285210299 無機化合物及びその製品（その他のもの）（化学的に単一のもの） 2.5%～3.0% 即時撤廃

285210911 タンニン及びその誘導体（化学的に単一のもの） 2.5% 即時撤廃

285210919 植物性なめしエキス、エーテル、エステルその他の誘導体（化学的に単一
のもの）

0 即時撤廃

285210920 たんぱく質系物質及びその誘導体（アルブミナートその他のアルブミン誘
導体を除く。）（化学的に単一のもの）

5.1% 即時撤廃

285210990 有機化合物及びその製品（その他のもの）（化学的に単一のもの） 2.5%～3.0% 即時撤廃

285290110 多硫化物（無機化合物及びその製品）（化学的に単一のものを除く） 0 即時撤廃

285290190 無機化合物及びその製品（多硫化物を除く）（化学的に単一のものを除く） 2.5% 即時撤廃

285290210 スルトン及びスルタム（化学的に単一のものを除く） 0 即時撤廃

285290290 有機化合物及びその製品（スルトン及びスルタムを除く）（化学的に単一の
ものを除く）

2.5% 即時撤廃

285310000 塩化シアン 3.3% 即時撤廃

285390000 りん化物（化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除
く。）、その他の無機化合物（蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水
を含む。）、液体空気（希ガスを除いてあるかないかを問わない。）、圧搾空
気及びアマルガム（貴金属のアマルガムを除く。）

3.3% 即時撤廃

290110000 飽和非環式炭化水素 0 即時撤廃

290121000 エチレン 0 即時撤廃

290122000 プロペン（プロピレン） 0 即時撤廃

290123000 ブテン（ブチレン）及びその異性体 0 即時撤廃

290124010 ブタ－１，３－ジエン 0 即時撤廃

290124020 イソプレン 0 即時撤廃

290129000 不飽和非環式炭化水素（その他のもの） 0 即時撤廃

290211000 シクロヘキサン 0 即時撤廃

290219010 ５－エチリデン－２－ノルボルネン 0 即時撤廃

290219090 飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素及びシクロテルペン炭化水
素（シクロヘキサン及び５－エチリデン－２－ノルボルネンを除く。）

0 即時撤廃

290220000 ベンゼン 0 即時撤廃

290230000 トルエン 0 即時撤廃

290241000 オルト－キシレン 0 即時撤廃

290242000 メタ－キシレン 0 即時撤廃
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290243000 パラ－キシレン 0 即時撤廃

290244000 キシレン異性体の混合物 0 即時撤廃

290250000 スチレン 0 即時撤廃

290260000 エチルベンゼン 0 即時撤廃

290270000 クメン 0 即時撤廃

290290000 環式炭化水素（その他のもの） 0 即時撤廃

290311000 クロロメタン（塩化メチル）及びクロロエタン（塩化エチル） 3.1% 即時撤廃

290312000 ジクロロメタン（塩化メチレン） 3.1% 即時撤廃

290313000 クロロホルム（トリクロロメタン） 3.9% 即時撤廃

290314000 四塩化炭素 3.9% 即時撤廃

290315000 二塩化エチレン(ISO)(１，２－ジクロロエタン） 3.9% 即時撤廃

290319010 １，１，１－トリクロロエタン 3.1% 即時撤廃

290319090 飽和非環式炭化水素の塩素化誘導体（その他のもの） 3.1% 即時撤廃

290321000 塩化ビニル（クロロエチレン） 3.9% 即時撤廃

290322000 トリクロロエチレン 3.9% 即時撤廃

290323000 テトラクロロエチレン（ペルクロロエチレン） 3.9% 即時撤廃

290329000 不飽和非環式炭化水素の塩素化誘導体（その他のもの） 3.1% 即時撤廃

290331000 二臭化エチレン(ISO)(１，２－ジクロロエタン） 0 即時撤廃

290339011 臭化メチル 0 即時撤廃

290339019 臭素化誘導体（その他のもの） 0 即時撤廃

290339021 ペルフルオロメタン（PFC－１４） 3.1% 即時撤廃

290339022 ペルフルオロエタン（PFC－１１６） 3.1% 即時撤廃

290339023 ジフルオロメタン（ＨＦＣ－３２） 3.1% 即時撤廃

290339024 ペンタフルオロメタン（ＨＦＣ－１２５） 3.1% 即時撤廃

290339026 １，１，１－トリフルオロエタン（ＨＦＣ－１４３ａ） 3.1% 即時撤廃

290339029 その他のふっ素化誘導体 3.1% 即時撤廃

290339031 １，１，１，２－テトラフルオロエタン（ＨＦＣ－１３４ａ）（噴霧器に充てんしたも
の）

3.1% 即時撤廃

290339039 １，１，１，２－テトラフルオロエタン（ＨＦＣ－１３４ａ）（その他のもの） 3.1% 即時撤廃

290339041 １，１－ジフルオロエタン（ＨＦＣ－１５２ａ）（噴霧器に充てんしたもの） 3.1% 即時撤廃

290339049 １，１－ジフルオロエタン（ＨＦＣ－１５２ａ）（その他のもの） 3.1% 即時撤廃
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290339051 ペルフルオロプロパン（ＰＦＣ－２１８） 3.1% 即時撤廃

290339052 ペルフルオロヘキサン（ＰＦＣ－５１－１４） 3.1% 即時撤廃

290339053 １・１・１・３・３－ペンタフルオロプロパン（ＨＦＣ－２４５fa） 3.1% 即時撤廃

290339054 １・１・１・３・３－ペンタフルオロブタン（ＨＦＣ－３６５mfc） 3.1% 即時撤廃

290339090 その他の非環式炭化水素の臭素化誘導体及びよう素化誘導体 3.1% 即時撤廃

290371000 クロロジフルオロメタン 3.1% 即時撤廃

290372000 ジクロロトリフルオロエタン 3.1% 即時撤廃

290373010 １，１－ジクロロ－１－フルオロエタン（HCFC-141b） 3.1% 即時撤廃

290373090 ジクロロフルオロエタン（１，１－ジクロロ－１－フルオロエタン（HCFC-
141b）を除く）

3.1% 即時撤廃

290374010 １－クロロ－１，１－ジフルオロエタン（HCFC-142b） 3.1% 即時撤廃

290374090 クロロジフルオロエタン（１－クロロ－１，１－ジフルオロエタン（HCFC-
142b）を除く）

3.1% 即時撤廃

290375000 ジクロロペンタフルオロプロパン 3.1% 即時撤廃

290376010 ブロモクロロジフルオロメタン（ハロン-1211） 3.1% 即時撤廃

290376020 ブロモトリフルオロメタン（ハロン-1301） 3.1% 即時撤廃

290376030 ジブロモテトラフルオロエタン（ハロン-2402） 3.1% 即時撤廃

290377010 トリクロロフルオロメタン（CFC-11） 3.1% 即時撤廃

290377020 ジクロロジフルオロメタン（CFC-12） 3.1% 即時撤廃

290377030 クロロトリフルオロメタン（CFC-13） 3.1% 即時撤廃

290377040 ペンタクロロフルオロエタン（CFC-111） 3.1% 即時撤廃

290377050 テトラクロロジフルオロエタン（CFC-112） 3.1% 即時撤廃

290377060 トリクロロトリフルオロエタン（CFC-113） 3.1% 即時撤廃

290377070 ジクロロテトラフルオロエタン（CFC-114） 3.1% 即時撤廃

290377080 クロロペンタフルオロエタン（CFC-115） 3.1% 即時撤廃

290377100 ヘプタクロロフルオロプロパン（CFC-211） 3.1% 即時撤廃

290377110 ヘキサクロロジフルオロプロパン（CFC-212） 3.1% 即時撤廃

290377120 ペンタクロロトリフルオロプロパン（CFC-213） 3.1% 即時撤廃

290377130 テトラクロロテトラフルオロプロパン（CFC-214） 3.1% 即時撤廃

290377140 トリクロロペンタフルオロプロパン（CFC-215） 3.1% 即時撤廃

290377150 ジクロロヘキサフルオロプロパン（CFC-216） 3.1% 即時撤廃
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290377160 クロロヘプタフルオロプロパン（CFC-217） 3.1% 即時撤廃

290377990 その他のペルハロゲン化誘導体（ふつ素原子及び塩素原子のみを有する
ものに限る。）

3.1% 即時撤廃

290378000 その他のペルハロゲン化誘導体 3.1% 即時撤廃

290379100 ブロモクロロメタン 0 即時撤廃

290379210 ジクロロフルオロメタン（HCFC-21) 3.1% 即時撤廃

290379220 クロロテトラフルオロエタン（HCFC-124) 3.1% 即時撤廃

290379290 その他のハロゲン化誘導体 （メタン、エタン又はプロパンをふつ素及び塩
素を用いてハロゲン化したものに限る。）

3.1% 即時撤廃

290379910 その他のハロゲン化誘導体（メタン、エタン又はプロパンをふつ素及び臭
素を用いてハロゲン化したものに限る。）

3.1% 即時撤廃

290379990 その他の非環式炭化水素のハロゲン化誘導体（二以上の異なるハロゲン
原子を有するものに限る。）

3.1% 即時撤廃

290381000 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン（HCH（ISO））（リンデン（ISO、INN）
を含む。）

3.9% 即時撤廃

290382100 クロルデン 0 即時撤廃

290382200 アルドリン及びヘプタクロル 3.1% 即時撤廃

290383000 マイレックス（ISO） 3.1% 即時撤廃

290389010 ジブロモエチルジブロモシクロヘキサン、テトラブロモシクロオクタン及びヘ
キサブロモシクロドデカン

0 即時撤廃

290389091 ペルフルオロシクロブタン（ＰＦＣ－c３１８） 3.1% 即時撤廃

290389099 その他の飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素又はシクロテルペ
ン炭化水素のハロゲン化誘導体

3.1% 即時撤廃

290391000 クロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン及びパラ-ジクロロベンゼン 3.1% 即時撤廃

290392000 ヘキサクロロベンゼン（ISO）及びDDT（ISO）（クロフェノタン（INN）、1,1,1-ト
リクロロ-2,2-ビス(パラ-クロロフェニル)エタン）

3.9% 即時撤廃

290393000 ペンタクロロベンゼン（ISO） 3.1% 即時撤廃

290394000 ヘキサブロモビフェニル 3.1% 即時撤廃

290399100 ペンタブロモエチルベンゼン及びデカブロモジフェニルエタン 0 即時撤廃

290399900 その他の芳香族炭化水素のハロゲン化誘導体 3.1% 即時撤廃

290410000 炭化水素（スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエチルエス
テル）

3.1% 即時撤廃

290420100 ニトロメタン 0 即時撤廃

290420200 炭化水素（ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体）（その他のもの） 3.1% 即時撤廃

290431000 ペルフルオロオクタンスルホン酸 3.1% 即時撤廃
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290432000 ペルフルオロオクタンスルホン酸アンモニウム 3.1% 即時撤廃

290433000 ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム 3.1% 即時撤廃

290434000 ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム 3.1% 即時撤廃

290435000 その他のペルフルオロオクタンスルホン酸塩 3.1% 即時撤廃

290436000 ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド 3.1% 即時撤廃

290491000 トリクロロニトロメタン（クロロピクリン） 3.1% 即時撤廃

290499100 パラ－ニトロクロロベンゼン 0 即時撤廃

290499900 炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体（ハ
ロゲン化してあるかないかを問わない。）（その他のもの）

3.1% 即時撤廃

290511000 メタノール（メチルアルコール） 0 即時撤廃

290512000 プロパン－１－オール（プロピルアルコール）及びプロパン－２－オール（イ
ソプロピルアルコール）

3.1% 即時撤廃

290513000 ブタン－１－オール（ノルマル－ブチルアルコール） 5.5% 即時撤廃

290514000 ブタノール（ブタン－１－オール（ノルマル－ブチルアルコール）を除く。） 5.5% 即時撤廃

290516100 ２－エチルヘキシルアルコール（２－エチルヘキサン－１－オール） 5.5% or 11.20
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

290516200 オクタノール（オクチルアルコール）及びその異性体（２－エチルヘキシル
アルコール（２－エチルヘキサン－１－オール）を除く。）

3.9% 即時撤廃

290517000 ドデカン－１－オール（ラウリルアルコール）、ヘキサデカン－１－オール
（セチルアルコール）及びオクタデカン－１－オール（ステアリルアルコー
ル）

4.7% 即時撤廃

290519000 非環式飽和一価アルコール（その他のもの） 4.7% 即時撤廃

290522000 非環式テルペンアルコール 4.4% 即時撤廃

290529000 非環式不飽和一価アルコール（非環式テルペンアルコールを除く。） 3.9% 即時撤廃

290531000 エチレングリコール（エタンジオール） 5.5% 即時撤廃

290532000 プロピレングリコール（プロパン－１，２－ジオール） 5.5% 即時撤廃

290539000 非環式二価アルコール（エチレングリコール（エタンジオール）及びプロピレ
ングリコール（プロパン－１，２－ジオール）を除く。）

3.1% 即時撤廃

290541000 ２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール（トリメチ
ロールプロパン）

3.1% 即時撤廃

290542000 ペンタエリトリトール 3.1% 即時撤廃

290549000 その他の非環式多価アルコール 3.1% 即時撤廃

290551000 エトクロルビノール（ＩＮＮ） 0 即時撤廃
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290559010 ジブロモネオペンチルグリコール（２，２－ジブロモメチル－１，３－プロパン
－ジオール）

0 即時撤廃

290559090 その他の非環式アルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニト
ロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

3.9% 即時撤廃

290612000 シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール及びジメチルシクロヘキサ
ノール

3.9% 即時撤廃

290613000 ステロール及びイノシトール 0 即時撤廃

290619100 ボルネオール及びテルピネオール 4.4% 即時撤廃

290619900 飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンア
ルコール並びにこれらの誘導体（その他のもの）

3.9% 即時撤廃

290621000 ベンジルアルコール 4.4% 即時撤廃

290629000 芳香族アルコール及びその誘導体（ベンジルアルコールを除く。） 3.9% 即時撤廃

290711000 石炭酸（ヒドロキシベンゼン）及びその塩 0 即時撤廃

290712000 クレゾール及びその塩 0 即時撤廃

290713000 オクチルフェノール及びノニルフェノール並びにこれらの異性体並びにこれ
らの塩

3.1% 即時撤廃

290715000 ナフトール及びその塩 3.9% 即時撤廃

290719100 キシレノール及びその塩 0 即時撤廃

290719910 単核一価フェノール 3.1% 即時撤廃

290719990 一価フェノール（その他のもの） 3.1% 即時撤廃

290721000 レソルシノール及びその塩 3.1% 即時撤廃

290722000 ヒドロキノン（キノール）及びその塩 3.1% 即時撤廃

290723000 ４，４’－イソプロピリデンジフェノール（ビスフェノールＡ又はジフェニロール
プロパン）及びその塩

3.1% 即時撤廃

290729000 多価フェノール及びフェノールアルコール（その他のもの） 3.1% 即時撤廃

290811000 ペンタクロロフェノール(ISO) 3.1% 即時撤廃

290819100 臭素化誘導体 0 即時撤廃

290819900 フェノール又はフェノールアルコール（ハロゲン置換基のみを有する誘導体
及びその塩）（その他のもの）

3.1% 即時撤廃

290891000 ジノセブ(ISO)及びその塩 3.1% 即時撤廃

290892000 4,6-ジニトロ-オルト-クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩 3.1% 即時撤廃

290899000 フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘
導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体（その他のもの）

3.1% 即時撤廃

290911000 ジエチルエーテル 3.1% 即時撤廃
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290919010 エチル－ターシャリ－ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエチル
アルコール（エタノール）を原料として製造したものである旨が関税暫定措
置法施行令で定めるところにより証明されたもの

0 即時撤廃

290919091 飽和非環式エーテルのふつ素化誘導体 3.1% 即時撤廃

290919099 非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ
化誘導体及びニトロソ化誘導体（ジエチルエーテルを除く。）（その他のも
の）

3.1% 即時撤廃

290920000 飽和脂環式エーテル、不飽和脂環式エーテル及びシクロテルペンエーテ
ル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体
及びニトロソ化誘導体

3.1% 即時撤廃

290930110 ペンタブロモジフェニルオキシド及びテトラブロモジフェノキシベンゼン 0 即時撤廃

290930190 臭素化誘導体（その他のもの） 0 即時撤廃

290930200 芳香族エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ
化誘導体及びニトロソ化誘導体（その他のもの）

3.1% 即時撤廃

290941000 ２，２’－オキシジエタノール（ジエチレングリコール又はジゴール） 4.8% 即時撤廃

290943000 エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノブチルエーテル 3.4% 即時撤廃

290944000 エチレングリコール又はジエチレングリコールのその他のモノアルキル
エーテル

3.7% 即時撤廃

290949010 トリエチレングリコール 3.1% 即時撤廃

290949090 エーテルアルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニ
トロ化誘導体及びニトロソ化誘導体（その他のもの）

3.1% 即時撤廃

290950000 エーテルフェノール及びエーテルアルコールフェノール並びにこれらのハロ
ゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

3.1% 即時撤廃

290960000 アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド並
びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及び
ニトロソ化誘導体

3.1% 即時撤廃

291010000 オキシラン（エチレンオキシド） 3.9% 即時撤廃

291020000 メチルオキシラン（プロピレンオキシド） 4.7% 即時撤廃

291030000 １－クロロ－２，３－エポキシプロパン（エピクロロヒドリン） 3.7% 即時撤廃

291040000 ディルドリン(ISO、INN) 3.7% 即時撤廃

291050000 エンドリン(ISO) 3.7% 即時撤廃

291090030 １，２－エポキシプタン（１，２－ブチレンオキシド） 0 即時撤廃

291090090 三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキ
シエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ
化誘導体及びニトロソ化誘導体（オキシラン、メチルオキシラン、１－クロロ
－２，３－エポキシプロパン及び１，２－エポキシプタン（１，２－ブチレンオ
キシド）を除く。）

3.7% 即時撤廃

291100000 アセタール及びヘミアセタール（他の酸素官能基を有するか有しないかを
問わない。）並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ
化誘導体及びニトロソ化誘導体

3.9% 即時撤廃
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291211000 メタナール（ホルムアルデヒド） 3.3% 即時撤廃

291212000 エタナール（アセトアルデヒド） 3.1% 即時撤廃

291219000 非環式アルデヒド（他の酸素官能基を有しないものに限る。）（メタナール
（ホルムアルデヒド）、エタナール（アセトアルデヒド）及びブタナール（ブチ
ルアルデヒド又はノルマル－ブチルアルデヒド）を除く。）

3.1% 即時撤廃

291221000 ベンズアルデヒド 3.1% 即時撤廃

291229000 環式アルデヒド（他の酸素官能基を有しないものに限る。）（ベンズアルデヒ
ドを除く。）

3.1% 即時撤廃

291241000 バニリン（４－ヒドロキシ－３－メトキシベンズアルデヒド） 4.4% 即時撤廃

291242000 エチルバニリン（３－エトキシ－４－ヒドロキシベンズアルデヒド） 4.4% 即時撤廃

291249100 アルデヒドアルコール 4.4% 即時撤廃

291249900 アルデヒドフェノール及び他の酸素官能基を有するアルデヒド（その他のも
の）

3.1% 即時撤廃

291250000 アルデヒドの環式重合体 3.1% 即時撤廃

291260000 パラホルムアルデヒド 3.1% 即時撤廃

291300000 第２９．１２項の物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘
導体及びニトロソ化誘導体

3.9% 即時撤廃

291411000 アセトン 3.9% 即時撤廃

291412000 ブタノン（メチルエチルケトン） 3.9% 即時撤廃

291413000 ４－メチルペンタン－２－オン（メチルイソブチルケトン） 3.9% 即時撤廃

291419000 非環式ケトン（他の酸素官能基を有しないもの）（アセトン、ブタノン及び４
－メチルペンタン－２－オンを除く。）

3.9% 即時撤廃

291422000 シクロヘキサノン及びメチルシクロヘキサノン 3.9% 即時撤廃

291423000 イオノン及びメチルイオノン 4.4% 即時撤廃

291429011 しょう脳（融点が１７５度未満のもの） 0 即時撤廃

291429090 飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロテルペンケトン（他の酸
素官能基を有しないものに限る。）（しょう脳、シクロヘキサノン、メチルシク
ロヘキサノン、イオノン及びメチルイオノンを除く。）

3.9% 即時撤廃

291431000 フェニルアセトン（フェニルプロパン－２－オン） 3.9% 即時撤廃

291439000 芳香族ケトン（他の酸素官能基を有しないもの）（フェニルアセトン（フェニル
プロパン－２－オン）を除く。）

3.9% 即時撤廃

291440000 ケトンアルコール及びケトンアルデヒド 3.9% 即時撤廃

291450000 ケトンフェノール及び他の酸素官能基を有するケトン 3.9% 即時撤廃

291461000 アントラキノン 3.9% 即時撤廃

291462000 コエンザイムQ10（ユビデカレノン（INN）） 0 即時撤廃
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291469000 キノン（アントラキノンを除く。） 3.9% 即時撤廃

291471000 クロルデコン(ISO) 3.9% 即時撤廃

291479000 ケトン及びキノンのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導
体及びニトロソ化誘導体

3.9% 即時撤廃

291511000 ぎ酸 4.3% 即時撤廃

291512000 ぎ酸の塩 4.3% 即時撤廃

291513000 ぎ酸のエステル 4.3% 即時撤廃

291521000 酢酸 2% 即時撤廃

291524000 無水酢酸 4.3% 即時撤廃

291529010 酢酸ナトリウム 3.9% 即時撤廃

291529020 酢酸コバルト 3.9% 即時撤廃

291529090 酢酸の塩（酢酸ナトリウム及び酢酸コバルトを除く。） 3.9% 即時撤廃

291531000 酢酸エチル 3.7% 即時撤廃

291532000 酢酸ビニル 3.7% 即時撤廃

291533000 酢酸ノルマル－ブチル 3.7% 即時撤廃

291536000 酢酸ジノセブ(ISO) 3.9% 即時撤廃

291539100 酢酸イソブチル 3.7% 即時撤廃

291539910 酢酸－２－エトキシエチル 3.9% 即時撤廃

291539990 酢酸のエステル（その他のもの） 3.9% 即時撤廃

291540000 モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸並びにこれらの塩及びエ
ステル

4.3% 即時撤廃

291550000 プロピオン酸並びにその塩及びエステル 4.3% 即時撤廃

291560000 ブタン酸及びペンタン酸並びにこれらの塩及びエステル 4.3% 即時撤廃

291570010 ステアリン酸 3.3% 即時撤廃

291570020 パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル（ステアリン
酸を除く。）

3.9% 即時撤廃

291590011 カプリン酸、ラウリン酸及びミリスチン酸 3.9% 即時撤廃

291590019 カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸又はステアリン酸の誘
導体

3.9% 即時撤廃

291590090 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過
酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、
ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体（その他のもの）

4.3% 即時撤廃

291611000 アクリル酸及びその塩 4.3% 即時撤廃
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291612000 アクリル酸のエステル 4.3% 即時撤廃

291613000 メタクリル酸及びその塩 3.9% 即時撤廃

291614000 メタクリル酸のエステル 3.9% 即時撤廃

291615000 オレイン酸、リノール酸及びリノレン酸並びにこれらの塩及びエステル 3.3% 即時撤廃

291616000 ビナパクリル(ISO) 4.3% 即時撤廃

291619000 不飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸
過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体（その他のもの）

4.3% 即時撤廃

291620000 飽和脂環式モノカルボン酸、不飽和脂環式モノカルボン酸及びシクロテル
ペンモノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化
物及び過酸並びにこれらの誘導体

4.3% 即時撤廃

291631000 安息香酸並びにその塩及びエステル 4.1% 即時撤廃

291632000 過酸化ベンゾイル及び塩化ベンゾイル 4.3% 即時撤廃

291634000 フェニル酢酸及びその塩 0 即時撤廃

291639010 フェニル酢酸のエステル 0 即時撤廃

291639090 その他の芳香族モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、
酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体

4.3% 即時撤廃

291711000 しゆう酸並びにその塩及びエステル 3.3% 即時撤廃

291712010 アジピン酸 3.9% 即時撤廃

291712090 アジピン酸の塩及びエステル 3.9% 即時撤廃

291713000 アゼライン酸及びセバシン酸並びにこれらの塩及びエステル 3.1% 即時撤廃

291714000 無水マレイン酸 3.9% 即時撤廃

291719000 非環式ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化
物及び過酸並びにこれらの誘導体（その他のもの）

3.1% 即時撤廃

291720000 飽和脂環式ポリカルボン酸、不飽和脂環式ポリカルボン酸及びシクロテル
ペンポリカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化
物及び過酸並びにこれらの誘導体

3.1% 即時撤廃

291732000 オルトフタル酸ジオクチル 3.9% 即時撤廃

291733000 オルトフタル酸ジノニル及びオルトフタル酸ジデシル 3.1% 即時撤廃

291734010 オルトフタル酸ジブチル 3.1% 即時撤廃

291734090 その他のオルトフタル酸エステル（オルトフタル酸ジブチルを除く。） 3.1% 即時撤廃

291735000 無水フタル酸 3.3% 即時撤廃

291736000 テレフタル酸及びその塩 5.3% 即時撤廃

291737000 テレフタル酸ジメチル 5.3% 即時撤廃
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291739010 フタル酸及びイソフタル酸 3.1% 即時撤廃

291739020 テトラブロモ無水フタル酸 0 即時撤廃

291739090 芳香族ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化
物及び過酸並びにこれらの誘導体（その他のもの）

3.1% 即時撤廃

291811000 乳酸並びにその塩及びエステル 4.4% 即時撤廃

291812000 酒石酸 3.9% 即時撤廃

291813000 酒石酸の塩及びエステル 3.9% 即時撤廃

291815090 くえん酸の塩及びエステル（くえん酸カルシウムを除く。） 3.9% 即時撤廃

291816000 グルコン酸並びにその塩及びエステル 3.9% 即時撤廃

291817000 2,2-ジフェニル-2-ヒドロキシ酢酸（ベンジル酸） 3.9% 即時撤廃

291818000 クロロベンジレート(ISO) 3.9% 即時撤廃

291819010 コール酸 0 即時撤廃

291819090 アルコール官能のカルボン酸（他の酸素官能基を有するものを除く。）並び
にその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの
誘導体（その他のもの）

3.9% 即時撤廃

291821000 サリチル酸及びその塩 3.9% 即時撤廃

291822000 オルト－アセチルサリチル酸並びにその塩及びエステル 3.9% 即時撤廃

291823000 サリチル酸のその他のエステル及びその塩 3.9% 即時撤廃

291829000 フェノール官能のカルボン酸（他の酸素官能基を有するものを除く。）並び
にその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの
誘導体（その他のもの）

3.9% 即時撤廃

291830100 デヒドロコール酸（３，７，１２－トリケトコール酸） 0 即時撤廃

291830200 アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸（他の酸素官能基を有するも
のを除く。）並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸
並びにこれらの誘導体（デヒドロコール酸を除く。）

3.9% 即時撤廃

291891000 ２，４，５－T(ISO)(２，４，５－トリクロロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエ
ステル

3.9% 即時撤廃

291899000 カルボン酸（他の酸素官能基を有するものに限る。）並びにその酸無水
物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘
導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体（その他
のもの）

3.9% 即時撤廃

291910000 トリス(２，３－ジブロモプロピル)ホスフェート 3.9% 即時撤廃

291990000 りん酸エテスル及びその塩（ラクトホスフェートを含む。）並びにこれらのハ
ロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導
体（その他のもの）

3.9% 即時撤廃

292011000 パラチオン(ISO)及びパラチオンメチル(ISO)(メチルパラチオン) 3.9% 即時撤廃
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292019000 チオりん酸エステル（ホスホロチオエート）及びその塩並びにこれらのハロ
ゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
（その他のもの）

3.9% 即時撤廃

292021000 亜りん酸ジメチル 3.9% 即時撤廃

292022000 亜りん酸ジエチル 3.9% 即時撤廃

292023000 亜りん酸トリメチル 3.9% 即時撤廃

292024000 亜りん酸トリエチル 3.9% 即時撤廃

292029000 その他の亜りん酸エステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導
体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

3.9% 即時撤廃

292030000 エンドスルファン(ISO) 3.9% 即時撤廃

292090010 炭酸エステル及びその誘導体 3.9% 即時撤廃

292090090 非金属のその他の無機酸のエステル（ハロゲン化水素酸エステルを除
く。）及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニ
トロ化誘導体及びニトロソ化誘導体（その他のもの）

3.9% 即時撤廃

292111000 メチルアミン、ジメチルアミン及びトリメチルアミン並びにこれらの塩 3.1% 即時撤廃

292112000 2-(N,N-ジメチルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 3.1% 即時撤廃

292113000 2-(N,N-ジエチルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 3.1% 即時撤廃

292114000 2-(N,N-ジイソプロピルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 3.1% 即時撤廃

292119000 非環式モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩（メチルアミン、ジメチ
ルアミン、トリメチルアミン及びジエチルアミン並びにこれらの塩を除く。）

3.1% 即時撤廃

292121000 エチレンジアミン及びその塩 3.1% 即時撤廃

292122000 ヘキサメチレンジアミン及びその塩 3.1% 即時撤廃

292129000 非環式ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩（エチレンジアミン及び
ヘキサメチレンジアミン並びにこれらの塩を除く。）

3.1% 即時撤廃

292130000 飽和脂環式モノアミン、不飽和脂環式モノアミン、シクロテルペンモノアミ
ン、飽和脂環式ポリアミン、不飽和脂環式ポリアミン及びシクロテルペンポ
リアミン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩

3.1% 即時撤廃

292141010 アニリン 5.4% 即時撤廃

292141020 アニリンの塩 3.1% 即時撤廃

292142000 アニリン誘導体及びその塩 3.1% 即時撤廃

292143000 トルイジン及びその誘導体並びにこれらの塩 3.1% 即時撤廃

292144000 ジフェニルアミン及びその誘導体並びにこれらの塩 3.1% 即時撤廃

292145000 １－ナフチルアミン（アルファ－ナフチルアミン）及び２－ナフチルアミン
（ベータ－ナフチルアミン）並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩

3.1% 即時撤廃
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292146000 アンフェタミン（ＩＮＮ）、ベンツフェタミン（ＩＮＮ）、デキサンフェタミン（ＩＮＮ）、
エチランフェタミン（ＩＮＮ）、フェンカンファミン（ＩＮＮ）、レフェタミン（ＩＮＮ）、レ
バンフェタミン（ＩＮＮ）、メフェノレクス（ＩＮＮ）、及びフェンテルミン（ＩＮＮ）並び
にこれらの塩

3.1% 即時撤廃

292149000 芳香族モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩（その他のもの） 3.1% 即時撤廃

292151000 オルト－フェニレンジアミン、メタ－フェニレンジアミン、パラ－フェニレンジ
アミン及びジアミノトルエン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩

3.5% 即時撤廃

292159000 芳香族ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩（オルト－フェニレンジ
アミン、メタ－フェニレンジアミン、パラ－フェニレンジアミン及びジアミノトル
エン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩を除く。）

3.1% 即時撤廃

292211000 モノエタノールアミン及びその塩 3.1% 即時撤廃

292212000 ジエタノールアミン及びその塩 3.1% 即時撤廃

292214000 デキストロプロポキシフェン（ＩＮＮ）及びその塩 3.9% 即時撤廃

292215000 トリエタノールアミン 3.1% 即時撤廃

292216000 ペルフルオロオクタンスルホン酸ジエタノールアンモニウム 3.1% 即時撤廃

292217010 メチルジエタノールアミン 0 即時撤廃

292217020 エチルジエタノールアミン 0 即時撤廃

292218000 2-(N,N-ジイソプロピルアミノ)エタノール 0 即時撤廃

292219020 アミノアルコール（メチルジエタノールアミン及びエチルジエタノールアミン
を除く。）

0 即時撤廃

292219091 トリエタノールアミンの塩 3.1% 即時撤廃

292219099 その他のアミノアルコール（二種類以上の酸素官能基を有するものを除
く。）並びにそのエーテル及びエステル並びにこれらの塩

3.9% 即時撤廃

292221000 アミノヒドロキシナフタレンスルホン酸及びその塩 3.9% 即時撤廃

292229000 アミノナフトールその他のアミノフェノール（二種類以上の酸素官能基を有
するものを除く。）並びにそのエーテル及びエステル並びにこれらの塩（そ
の他のもの）（アミノヒドロキシナフタレンスルホン酸、アニシジン、ジアニシ
ジン及びフェネチジン並びにこれらの塩を除く。）

3.9% 即時撤廃

292231000 アンフェプラモン（ＩＮＮ）、メサドン（ＩＮＮ）及びノルメサドン（ＩＮＮ）並びにこれ
らの塩

3.9% 即時撤廃

292239000 アミノアルデヒド、アミノケトン及びアミノキノン（二種類以上の酸素官能基
を有するものを除く。）並びにこれらの塩（その他のもの）（アンフェプラモン
（ＩＮＮ）、メサドン（ＩＮＮ）及びノルメサドン（ＩＮＮ）並びにこれらの塩を除く）

3.9% 即時撤廃

292241000 リジン及びそのエステル並びにこれらの塩 3.9% 即時撤廃

292242200 グルタミン酸及びその塩（グルタミン酸ソーダを除く。） 3.9% 即時撤廃

292243000 アントラニル酸及びその塩 3.9% 即時撤廃

292244000 チリジン（ＩＮＮ）及びその塩 3.9% 即時撤廃
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292249000 アミノ酸（二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。）及びそのエステ
ル並びにこれらの塩（その他のもの）

3.9% 即時撤廃

292250000 アミノアルコールフェノール、アミノ酸フェノール及び酸素官能基を有するそ
の他のアミノ化合物

3.9% 即時撤廃

292310000 コリン及びその塩 3.9% 即時撤廃

292330000 ペルフルオロオクタンスルホン酸テトラエチルアンモニウム 3.9% 即時撤廃

292340000 ペルフルオロオクタンスルホン酸ジデシルジメチルアンモニウム 3.9% 即時撤廃

292390000 第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他
のホスホアミノリピド（レシチンその他のホスホアミノリピドについては、化
学的に単一であるかないかを問わない。）（その他のもの）

3.9% 即時撤廃

292411000 メプロバメート（ＩＮＮ） 0 即時撤廃

292412000 フルオロアセトアミド(ISO)、モノクロトホス(ISO)及びホスファミドン(ISO) 3.1% 即時撤廃

292419020 ２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸及びオキサミド 0 即時撤廃

292419029 非環式アミド（非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（２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸及びオキサミドを
除く。）（その他のもの）

3.1% 即時撤廃

292421000 ウレイン及びその誘導体並びにこれらの塩 3.1% 即時撤廃

292423000 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 3.1% 即時撤廃

292424000 エチナメート（ＩＮＮ） 0 即時撤廃

292425000 アラクロール(ISO) 3.1% 即時撤廃

292511000 サッカリン及びその塩 3.9% 即時撤廃

292512000 グルテチミド（ＩＮＮ） 0 即時撤廃

292519100 エチレンビスブロモノルボルナンジカルボキシド及びエチレンビステトラブロ
モフタルイミド

0 即時撤廃

292519900 イミド及びその誘導体並びにこれらの塩（その他のもの） 0 即時撤廃

292521000 クロルジメホルム(ISO) 2.5% 即時撤廃

292529100 クロルヘキシジン及びその塩 0 即時撤廃

292529900 イミン及びその誘導体並びにこれらの塩（クロルヘキシジン及びその塩を
除く。）（その他のもの）

2.5% 即時撤廃

292610000 アクリロニトリル 4.3% 即時撤廃

292620000 １－シアノグアニジン（ジシアンジアミド） 3.1% 即時撤廃

292630000 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）

3.1% 即時撤廃

292640000 アルファ-フェニルアセトアセトニトリル 3.1% 即時撤廃
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292690000 ニトリル官能化合物（その他のもの） 3.1% 即時撤廃

292700000 ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物 3.9% 即時撤廃

292800000 ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体 3.9% 即時撤廃

292910010 トルエンジイソシアナート（トリレンジイソシアナート） 3.1% 即時撤廃

292910020 ジフェニルメタンジイソシアナート 3.1% 即時撤廃

292910090 イソシアナート（その他のもの） 3.1% 即時撤廃

292990000 その他の窒素官能基を有する化合物（イソシアナートを除く。） 3.1% 即時撤廃

293020000 チオカルバマート及びジチオカルバマート 4.4% 即時撤廃

293030000 チウラムモノスルフィド、チウラムジスルフィド及びチウラムテトラスルフィド 4.4% 即時撤廃

293040000 メチオニン 3.9% 即時撤廃

293060000 2-（N,N-ジエチルアミノ）エタンチオール 0 即時撤廃

293070000 ビス（2-ヒドロキシエチル）スルフィド（チオジグリコール（INN）） 0 即時撤廃

293080000 アルジカルブ（ISO)、カプタホール（ISO）及びメタミドホス（ISO） 0 即時撤廃

293090100 ジチオカルボナート（キサントゲン酸塩） 0 即時撤廃

293090900 有機硫黄化合物（その他のもの） 0 即時撤廃

293110000 テトラメチル鉛及びテトラエチル鉛 3.1% 即時撤廃

293120000 トリブチルすず化合物 3.1% 即時撤廃

293131000 メチルホスホン酸ジメチル 3.1% 即時撤廃

293132000 プロピルホスホン酸ジメチル 3.1% 即時撤廃

293133000 エチルホスホン酸ジメチル 3.1% 即時撤廃

293134000 メチルホスホン酸3-（トリヒドロキシシリル）プロピルナトリウム 3.1% 即時撤廃

293135000 2,4,6-トリプロピル-1,3,5,2,4,6-トリオキサトリホスホン酸2,4,6-トリオキシド 3.1% 即時撤廃

293136000 （5-エチル-2-メチル-2-オキシド-1,3,2-ジオキサホスフィナン-5-イル）メチ
ルメチルメチルホスホネート

3.1% 即時撤廃

293137000 ビス[（5-エチル-2-メチル-2-オキシド-1,3,2-ジオキサホスフィナン-5-イ
ル）メチル]メチルホスホネート

3.1% 即時撤廃

293138000 メチルホスホン酸と（アミノイミノメチル）尿素との1:1の割合の塩 3.1% 即時撤廃

293139000 その他の有機りん誘導体 3.1% 即時撤廃

293190000 その他のオルガノインオルガニック化合物 3.1% 即時撤廃

293211000 テトラヒドロフラン 3.1% 即時撤廃

293212000 ２－フルアルデヒド（フルフラール） 0 即時撤廃
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293213000 フルフリルアルコール及びテトラヒドロフルフリルアルコール 3.1% 即時撤廃

293214000 スクラロース 3.1% 即時撤廃

293219000 その他の非縮合フラン環（水素添加してあるかないかを問わない。）を有す
る化合物

3.1% 即時撤廃

293220010 クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン 4.4% 即時撤廃

293220020 サントニン 0 即時撤廃

293220090 その他のラクトン 3.1% 即時撤廃

293291000 イソサフロール 3.1% 即時撤廃

293292000 １－（１，３－ベンゾジオキソール－５－イル）プロパン－２－オン 3.1% 即時撤廃

293293000 ピペロナール 3.1% 即時撤廃

293294000 サフロール 3.1% 即時撤廃

293295000 テトラヒドロカンナビノール（すべての異性体を含む） 3.1% 即時撤廃

293299000 複素環式化合物（ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。）（その
他のもの）

3.1% 即時撤廃

293311000 フェナゾン（アンチピリン）及びその誘導体 3.1% 即時撤廃

293319000 非縮合ピラゾール環を有する化合物（フェナゾン（アンチピリン）及びその誘
導体を除く。）

3.1% 即時撤廃

293321100 ３－ブロモ－１－クロロ－５－ジメチルヒダントイン 0 即時撤廃

293321900 ヒダントイン及びその誘導体（その他のもの） 3.1% 即時撤廃

293329000 非縮合イミダゾール環を有する化合物 3.1% 即時撤廃

293331000 ピリジン及びその塩 0 即時撤廃

293332000 ピペリジン及びその塩 3.1% 即時撤廃

293333000 アルフェンタニル（ＩＮＮ）、アニレリジン（ＩＮＮ）、ベジトラミド（ＩＮＮ）、ブロマゼ
パム（ＩＮＮ）、ジフェノキシン（ＩＮＮ）、ジフェノキシレート（ＩＮＮ）、ジピパノン（Ｉ
ＮＮ）、フェンタニール（ＩＮＮ）、ケトベミドン（ＩＮＮ）、メチルフェニデート（ＩＮ
Ｎ）、ペンタゾシン（ＩＮＮ）、ペチジン（ＩＮＮ）、ペチジン（ＩＮＮ）中間体Ａ、フェン
シクリジン（ＩＮＮ）（ＰＣＰ）、フェノペリジン（ＩＮＮ）、ピプラドロール（ＩＮＮ）、ピ
リトラミド（ＩＮＮ）、プロピラム（ＩＮＮ）及びトリメペリジン（ＩＮＮ）並びにこれら
の塩

3.1% 即時撤廃

293339110 ピコリン及びＯ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（３，５，６－トリクロロ－２－ピリジル）
ホスホロチオエート（クロルピリホス）

0 即時撤廃

293339220 非縮合ピリジン環を有する化合物（その他のもの） 3.1% 即時撤廃

293341000 レボルファノール（ＩＮＮ）及びその塩 3.1% 即時撤廃

293349100 デキストロ－３－ヒドロキシ－Ｎ－メチルモルヒナン及び臭化水素酸デキス
トロ－３－メトキシ－Ｎ－メチルモルヒナン

3.3% 即時撤廃
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293349900 キノリン環又はイソキノリン環（水素添加してあるかないかを問わないもの
とし、更に縮合したものを除く。）を有する化合物（その他のもの）　（その他
のもの）

3.1% 即時撤廃

293352000 マロニル尿素（バルビツル酸）及びその塩 3.1% 即時撤廃

293353000 アロバルビタール（ＩＮＮ）、アモバルビタール（ＩＮＮ）、バルビタール（ＩＮＮ）、
ブタルビタール（ＩＮＮ）、ブトバルビタール、シクロバルビタール（ＩＮＮ）、メチ
ルフェノバルビタール（ＩＮＮ）、ペントバルビタール（ＩＮＮ）、フェノバルビタ－
ル（ＩＮＮ）、セクブタバルビタール（ＩＮＮ）、セコバルビタール（ＩＮＮ）及びビニ
ルビタール（ＩＮＮ）並びにこれらの塩

3.1% 即時撤廃

293354000 その他のマロニル尿素（バルビツル酸）の誘導体及びその塩 3.1% 即時撤廃

293355000 ロプラゾラム（ＩＮＮ）、メクロカロン（ＩＮＮ）、メタカロン（ＩＮＮ）及びジペプロー
ル（ＩＮＮ）並びにこれらの塩

3.1% 即時撤廃

293359100 １，３－ジメチル－２，６－ジオキソ－４－アミノ－５－ホルミルアミノピリミジ
ン

0 即時撤廃

293359300 １，４－ジアザビシクロ［２，２，２］オクタン（トリエチレンジアミン） 3.1% 即時撤廃

293359400 ピリミジン環（水素添加してあるかないかを問わない。）又はピペラジン環を
有する化合物並びに核酸及びその塩（その他のもの）

3.1% 即時撤廃

293361000 メラミン 3.1% 即時撤廃

293369000 非縮合トリアジン環を有する化合物（メラミンを除く。） 3.1% 即時撤廃

293371000 ６－ヘキサンラクタム（イプシロン－カプロラクタム） 4.7% 即時撤廃

293372000 クロバザム（ＩＮＮ）及びメチプリロン（ＩＮＮ） 0 即時撤廃

293379000 その他のラクタム 3.9% 即時撤廃

293391000 アルプラゾラム（INN）、カマゼパム（INN）、クロルジアゼポキシド（INN）、ク
ロナゼパム（INN）、クロラゼペート、デロラゼパム（INN）、ジアゼパム
（INN）、エスタゾラム（INN）、ロフラゼプ酸エチル（INN）、フルジアゼパム
（INN）、フルニトラゼパム（INN）、フルラゼパム（INN）、ハラゼパム（INN）、
ロラゼパム（INN）、ロルメタゼパム（INN）、マジンドール（INN）、メダゼパム
（INN）、ミダゾラム（INN）、ニメタゼパム（INN）、ニトラゼパム（INN）、ノルダ
ゼパム（INN）、オキサゼパム（INN）、ピナゼパム（INN）、プラゼパム（INN）、
ピロバレロン（INN）、テマゼパム（INN）、テトラゼパム（INN）及びトリアゾラ
ム（INN）並びにこれらの塩

3.1% 即時撤廃

293392000 アジンホスメチル(ISO) 3.1% 即時撤廃

293399010 塩酸ヒドララジン 3.3% 即時撤廃

293399090 複素環式化合物（ヘテロ原子として窒素のみを有するもの）（その他のも
の）（その他のもの）

3.1% 即時撤廃

293410000 非縮合チアゾール環（水素添加してあるかないかを問わない。）を有する
化合物

3.1% 即時撤廃

293420000 ベンゾチアゾール環（水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に
縮合したものを除く。）を有する化合物

4.4% 即時撤廃

293430000 フェノチアジン環（水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮
合したものを除く。）を有する化合物

3.1% 即時撤廃
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293491000 アミノレクス（ＩＮＮ）、ブロチゾラム（ＩＮＮ）、クロチアゼパム（ＩＮＮ）、クロキサ
ゾラム（ＩＮＮ）、デキストロモラミド（ＩＮＮ）、ハロキサゾラム（ＩＮＮ）、ケタゾラ
ム（ＩＮＮ）、メソカルブ（ＩＮＮ）、オキサゾラム（ＩＮＮ）、ペモリン（ＩＮＮ）、フェン
ジメトラジン（ＩＮＮ）、フェンメトラジン（ＩＮＮ）、及びスフェンタニル（ＩＮＮ）並び
にこれらの塩

3.1% 即時撤廃

293499010 スルトン及びスルタム 0 即時撤廃

293499091 アセスファムカリウム（INN） 0 即時撤廃

293499099 核酸及びその塩（化学的に単一であるかないかを問わない）並びにその他
の複素環式化合物（その他のもの）（その他のもの）

3.1% 即時撤廃

293510000 N-メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド 3.9% 即時撤廃

293520000 N-エチルペルフルオロオクタンスルホンアミド 3.9% 即時撤廃

293530000 N-エチル-N-（2-ヒドロキシエチル）ペルフルオロオクタンスルホンアミド 3.9% 即時撤廃

293540000 N-（2-ヒドロキシエチル）-N-メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド 3.9% 即時撤廃

293550000 その他のペルフルオロオクタンスルホンアミド 3.9% 即時撤廃

293590000 その他のスルホンアミド 3.9% 即時撤廃

293621000 ビタミンＡ及びその誘導体 0 即時撤廃

293622000 ビタミンＢ１及びその誘導体 0 即時撤廃

293623000 ビタミンＢ２及びその誘導体 0 即時撤廃

293624000 Ｄ－パントテン酸及びＤＬ－パントテン酸（ビタミンＢ３又はビタミンＢ５）並び
にこれらの誘導体

0 即時撤廃

293625000 ビタミンＢ６及びその誘導体 0 即時撤廃

293626000 ビタミンＢ１２及びその誘導体 0 即時撤廃

293627000 ビタミンＣ及びその誘導体 0 即時撤廃

293628000 ビタミンＥ及びその誘導体 0 即時撤廃

293629000 その他のビタミン及びその誘導体 0 即時撤廃

293690000 その他のプロビタミン及びビタミン（天然のもの及びこれと同一の構造を有
する合成のもの（天然のものを濃縮したものを含む。）に限る。）並びにこれ
らの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混
合物（天然のものを濃縮したもの含む。）

0 即時撤廃

293711000 ソマトトロピン並びにその誘導体及び構造類似物 0 即時撤廃

293712000 インスリン及びその塩 0 即時撤廃

293719000 ポリペプチドホルモン、たんぱく質ホルモン及び糖たんぱく質ホルモン並び
にこれらの誘導体及び構造類似物（その他のもの）

0 即時撤廃

293721000 コルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾン（デヒドロコルチゾン）及びプレド
ニゾロン（デヒドロヒドロコルチゾン）

0 即時撤廃

293722000 コルチコステロイドホルモンのハロゲン化誘導体 0 即時撤廃
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293723000 エストロゲン及びプロゲストゲン 0 即時撤廃

293729000 ステロイドホルモン並びにその誘導体及び構造類似物（その他のもの） 0 即時撤廃

293750000 プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン並びにこれらの誘導
体及び構造類似物

0 即時撤廃

293790000 その他のホルモン並びにその誘導体及び構造類似物 0 即時撤廃

293810000 ルトシド（ルチン）及びその誘導体 2.3% 即時撤廃

293890000 グリコシド（天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限
る。）及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体（ルトシド（ルチン）
及びその誘導体を除く。）

3.9% 即時撤廃

293911000 けしがら濃縮物並びにブプレノルフィン（ＩＮＮ）、コデイン、ジヒドロコデイン
（ＩＮＮ）、エチルモルヒネ、エトルフィン（ＩＮＮ）、ヘロイン、ヒドロコドン（ＩＮ
Ｎ）、ヒドロモルホン（ＩＮＮ）、モルヒネ、ニコモルヒネ（ＩＮＮ）、オキシコドン（Ｉ
ＮＮ）、オキシモルホン（ＩＮＮ）、フォルコジン（ＩＮＮ）、テバコン（ＩＮＮ）及びテ
バイン並びにこれらの塩

0 即時撤廃

293919000 あへんアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩（その他のもの） 0 即時撤廃

293920000 キナアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩 0 即時撤廃

293930000 カフェイン及びその塩 0 即時撤廃

293941000 エフェドリン及びその塩 0 即時撤廃

293942000 プソイドエフェドリン（ＩＮＮ）及びその塩 0 即時撤廃

293943000 カチン（ＩＮＮ）及びその塩 0 即時撤廃

293944000 ノルエフェドリン及びその塩 0 即時撤廃

293949000 エフェドリン類及びその塩（その他のもの） 0 即時撤廃

293951000 フェネチリン（ＩＮＮ）及びその塩 0 即時撤廃

293959000 テオフィリン及びアミノフィリン（テオフィリン－エチレンジアミン）並びにこれ
らの誘導体並びにこれらの塩（その他のもの）

0 即時撤廃

293961000 エルゴメトリン（ＩＮＮ）及びその塩 0 即時撤廃

293962000 エルゴタミン（ＩＮＮ）及びその塩 0 即時撤廃

293963000 リセルギン酸及びその塩 0 即時撤廃

293969000 ライ麦麦角のアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩（その他のも
の）

0 即時撤廃

293971000 コカイン、エクゴニン、レボメタンフェタミン、メタンフェタミン（ＩＮＮ）及びメタン
フェタミンラセメート並びにこれらの塩、エステル及びその他の誘導体

0 即時撤廃

293979000 植物アルカロイド及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体（その
他のもの）

0 即時撤廃

293980000 その他のアルカロイド及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 0 即時撤廃
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294110000 ペニシリン及びその誘導体（ペニシラン酸構造を有するものに限る。）並び
にこれらの塩

0 即時撤廃

294120000 ストレプトマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 0 即時撤廃

294130000 テトラサイクリン及びその誘導体並びにこれらの塩 0 即時撤廃

294140000 クロラムフェニコール及びその誘導体並びにこれらの塩 0 即時撤廃

294150000 エリスロマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 0 即時撤廃

294190000 抗生物質（その他のもの） 0 即時撤廃

294200000 その他の有機化合物 3.9% 即時撤廃

300120000 腺その他の器官又はその分泌物の抽出物 0 即時撤廃

300190010 せんそ及び移植用の骨、器官その他の人体組織 0 即時撤廃

300190020 ヘパリン及びその塩 0 即時撤廃

300190090 治療用、予防用に調製した人又は動物の物質（その他のもの） 0 即時撤廃

300211000 マラリア診断試験キット 0 即時撤廃

300212100 免疫血清 0 即時撤廃

300212200 ヘモグロビン、血液グロブリン及び血清グロブリン 0 即時撤廃

300212300 加熱人血漿たんぱく製剤及び加熱人血清アルブミン製剤（小売用の形状
又は包装にしたものに限る。）

0 即時撤廃

300212910 その他の血液分画物（免疫血清から得たもの）（ベーターグロブリン又はガ
ンマーグロブリンを含有するもの）

0 即時撤廃

300212990 その他の血液分画物（その他のもの） 0 即時撤廃

300213000 免疫産品（混合してないもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又
は包装にしてないものに限る。）

0 即時撤廃

300214000 免疫産品（混合したもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包
装にしてないものに限る。）

0 即時撤廃

300215000 免疫産品（投与量にしたもの又は小売用の形状若しくは包装にしたものに
限る。）

0 即時撤廃

300219000 免疫産品（混合してないものでなく、混合したものでなく、投与量にしてな
く、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限る。）

0 即時撤廃

300220000 人用のワクチン 0 即時撤廃

300230000 動物用ワクチン 0 即時撤廃

300290100 毒素、培養微生物及びこれらに類する物品（微生物から得た診断用試薬
を含む。）

0 即時撤廃

300290200 人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血（その他のもの） 0 即時撤廃
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300310000 ペニシリン若しくはその誘導体（ペニシラン酸構造を有するもの）又はストレ
プトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの（治療用又は予防用に混
合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の
形状又は包装にしてないもの）

0 即時撤廃

300320000 抗生物質を含有する製剤（治療用又は予防用に混合した二以上の成分か
ら成るもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてない
もの）

0 即時撤廃

300331000 インスリン製剤（治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもの
で、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないもの）

0 即時撤廃

300339000 その他のホルモン製剤（抗生物質を含有しないもの）（治療用又は予防用
に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてなく、かつ、小売
用の形状又は包装にしてないもの）

0 即時撤廃

300341000 エフェドリン又はその塩を含有する製剤（抗生物質又はホルモンを含有す
るものを除く。）（治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもの
で、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないもの）

0 即時撤廃

300342000 プソイドエフェドリン（INN）又はその塩を含有する製剤（抗生物質又はホル
モンを含有するものを除く。）（治療用又は予防用に混合した二以上の成
分から成るもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にし
てないもの）

0 即時撤廃

300343000 ノルエフェドリン又はその塩を含有する製剤（抗生物質又はホルモンを含
有するものを除く。）（治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成
るもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないも
の）

0 即時撤廃

300349000 その他のアルカロイド製剤（抗生物質又はホルモンを含有するものを除
く。）（治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量
にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないもの）

0 即時撤廃

300360000 ３０類の号注２の抗マラリア有効成分を含有する製剤（抗生物質又はホル
モンを含有するものを除く。）（治療用又は予防用に混合した二以上の成
分から成るもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にし
てないもの）

0 即時撤廃

300390000 医薬品（治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投
与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないもの）（その他の
もの）

0 即時撤廃

300410000 ペニシリン若しくはその誘導体（ペニシラン酸構造を有するものに限る。）
又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの

0 即時撤廃

300420000 抗生物質製剤（混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用
のもので、投与量にし又は小売用の形状若しくは包装したもの）（その他の
もの）

0 即時撤廃

300431000 インスリン製剤（混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用
のもので、投与量にし又は小売用の形状若しくは包装したもの）

0 即時撤廃

300432000 コルチコステロイドホルモン又はその誘導体若しくは構造類似物を含有す
るもの（混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもの
で、投与量にし又は小売用の形状若しくは包装したもの）

0 即時撤廃
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300439000 その他のホルモン製剤（抗生物質を含有しないもの）（混合し又は混合して
ない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にし又は小売用の
形状若しくは包装したもの）

0 即時撤廃

300441010 エフェドリン又はその塩を含有する製剤（抗生物質又はホルモンを含むも
のを除く。）（混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のも
ので、小売用の形状若しくは包装にしたもの）

0 即時撤廃

300441090 エフェドリン又はその塩を含有する製剤（抗生物質又はホルモンを含むも
のを除く。）（混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のも
ので、投与量にしたもの）

0 即時撤廃

300442010 プソイドエフェドリン（INN）又はその塩を含有する製剤（抗生物質又はホル
モンを含むものを除く。）（混合し又は混合してない物品から成る治療用又
は予防用のもので、小売用の形状若しくは包装にしたもの）

0 即時撤廃

300442090 プソイドエフェドリン（INN）又はその塩を含有する製剤（抗生物質又はホル
モンを含むものを除く。）（混合し又は混合してない物品から成る治療用又
は予防用のもので、投与量にしたもの）

0 即時撤廃

300443010 ノルエフェドリン又はその塩を含有する製剤（抗生物質又はホルモンを含
むものを除く。）（混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用
のもので、小売用の形状若しくは包装にしたもの）

0 即時撤廃

300443090 ノルエフェドリン又はその塩を含有する製剤（抗生物質又はホルモンを含
むものを除く。）（混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用
のもので、投与量にしたもの）

0 即時撤廃

300449010 その他のアルカロイド製剤（抗生物質又はホルモンを含むものを除く。）（混
合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、小売用
の形状若しくは包装にしたもの）

0 即時撤廃

300449090 その他のアルカロイド製剤（抗生物質又はホルモンを含むものを除く。）（混
合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量
にしたもの）

0 即時撤廃

300450000 ビタミン製剤（混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用の
もので、投与量にし又は小売用の形状若しくは包装したもの）

0 即時撤廃

300460000 ３０類の号注２の抗マラリア有効成分を含有する製剤（混合し又は混合し
てない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にし又は小売用
の形状若しくは包装したもの）

0 即時撤廃

300490010 麻薬、大麻又は覚せいアミン製剤（混合し又は混合してない物品から成る
治療用又は予防用のもので、投与量にし又は小売用の形状若しくは包装
したもの）

0 即時撤廃

300490023 おたねにんじんを含む製剤（混合し又は混合してない物品から成る治療用
又は予防用のもので、小売用の形状若しくは包装にしたもの）

0 即時撤廃

300490024 医薬品（その他のもの）（混合し又は混合してない物品から成る治療用又
は予防用のもので、小売用の形状若しくは包装にしたもの）

0 即時撤廃

300490029 その他の医薬品（混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防
用のもので、投与量にしたもの）

0 即時撤廃

300510010 ばんそうこうその他のプラスター（医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医
療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの）

0 即時撤廃
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300510090 その他の接着性を有する被覆剤その他の接着層を有する製品（医薬を染
み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若
しくは包装にしたもの）

0 即時撤廃

300590000 脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これに類する製品（接着性を有する被覆材そ
の他の接着層を有する製品を除く。）（医薬を染み込ませ若しくは塗布し又
は医薬用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの）

0 即時撤廃

300610110 外科用のカットガットその他これに類する縫合材並びにラミナリア及びラミ
ナリア栓

0 即時撤廃

300610190 切開創縫合用の接着剤及び外科用又は歯科用の吸収性止血剤（殺菌し
たもの）

0 即時撤廃

300610910 外科用又は歯科用の癒着防止材(吸収性があるかないかを問わない。)(殺
菌したものに限る。)（プラスチック製の板、シート、フィルム、はく及びスト
リップ）

3.1%～4.6% 即時撤廃

300610991 外科用又は歯科用の癒着防止材(吸収性があるかないかを問わない。)(殺
菌したものに限る。)（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ゴム糸の重量
が全重量の５％以上のもの）

5.3%～5.6% 即時撤廃

300610999 外科用又は歯科用の癒着防止材(吸収性があるかないかを問わない。)(殺
菌したものに限る。)（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他のもの）

5.3%～5.6% 即時撤廃

300620000 血液型判定用試薬 0 即時撤廃

300630000 エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬 0 即時撤廃

300640010 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料 0 即時撤廃

300640090 接骨用セメント 0 即時撤廃

300650000 救急箱及び救急袋 0 即時撤廃

300660000 避妊用化学調製品（第２９．３７項のホルモンその他の物質又は殺精子剤
をもととしたものに限る）

0 即時撤廃

300670000 医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の
身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させ
る薬品としての使用に供するよう調製したゲル

2.6% 即時撤廃

300691010 瘻造設術用と認められる医療用品（ストリップを織つたもの(両面をすべて
プラスチックで塗布し、又は被覆したもの)）

3.9% 即時撤廃

300691090 瘻造設術用と認められる医療用品（ストリップを織つたもの(両面をすべて
プラスチックで塗布し、又は被覆したもの）以外のもの)

3.9% 即時撤廃

300692000 薬剤廃棄物（当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過
ぎたもの）

0 即時撤廃

310100000 動物性又は植物性の肥料（これらを相互に混合してあるかないか又は化
学的に処理してあるかないかを問わない。）及び動物性又は植物性の生
産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料

0 即時撤廃

310210000 窒素肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（尿素）（水溶液にしてあるかないか
を問わない。）

0 即時撤廃

310221000 窒素肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（硫酸アンモニウム） 0 即時撤廃
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310229000 窒素肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（硫酸アンモニウムと硝酸アンモニ
ウムとの複塩及び混合物）（その他のもの）

0 即時撤廃

310230000 窒素肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（硝酸アンモニウム）（水溶液にして
あるかないかを問わない。）

0 即時撤廃

310240000 窒素肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（硝酸アンモニウムと炭酸カルシウ
ムその他の肥料でない無機物との混合物）

0 即時撤廃

310250000 窒素肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（硝酸ナトリウム） 0 即時撤廃

310260000 窒素肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（硝酸カルシウムと硝酸アンモニウ
ムとの複塩及び混合物）

0 即時撤廃

310280000 窒素肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（尿素と硝酸アンモニウムとの混合
物）（水溶液又はアンモニア溶液にしたもの）

0 即時撤廃

310290000 窒素肥料（鉱物性肥料及び化学肥料） 0 即時撤廃

310311000 りん酸肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（過りん酸石灰及び重過りん酸石
灰）（五酸化二りん（P2O5）の含有量が全重量の35％以上のもの）

0 即時撤廃

310319000 りん酸肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（過りん酸石灰及び重過りん酸石
灰）（五酸化二りん（P2O5）の含有量が全重量の35％未満のもの）

0 即時撤廃

310390000 りん酸肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（その他のもの） 0 即時撤廃

310420000 カリ肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（塩化カリウム） 0 即時撤廃

310430010 カリ肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（硫酸カリウム）（乾燥状態において
酸化カリウムとして計算したカリウム分が全重量の５２％を超えるもの）

0 即時撤廃

310430090 カリ肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（硫酸カリウム）（その他のもの） 0 即時撤廃

310490000 カリ肥料（鉱物性肥料及び化学肥料）（その他のもの） 0 即時撤廃

310510000 肥料（この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器
ともの１個の重量が１０ｋｇ以下に包装したもの）

0 即時撤廃

310520000 鉱物性肥料及び化学肥料（窒素、りん及びカリウムを含有するもの） 0 即時撤廃

310530000 オルトりん酸水素二アンモニウム肥料（りん酸二アンモニウム） 0 即時撤廃

310540000 オルトりん酸二水素アンモニウム肥料（りん酸一アンモニウム）及びこれと
オルトりん酸水素二アンモニウム（りん酸二アンモニウム）との混合肥料

0 即時撤廃

310551000 硝酸塩類及びリン酸塩類を含有する肥料 0 即時撤廃

310559000 鉱物性肥料及び化学肥料（窒素及びりんを含有するもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

310560000 鉱物性肥料及び化学肥料（りん及びカリウムを含有するもの）（その他のも
の）

0 即時撤廃

310590000 その他の肥料 0 即時撤廃

320110000 ケブラチョエキス 0 即時撤廃

320120000 ワットルエキス 0 即時撤廃

320190200 植物なめしエキス（その他のもの） 0 即時撤廃
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320210000 合成有機なめし剤 0 即時撤廃

320290000 無機なめし剤、調製したなめし剤、なめし前処理用の酵素系調製品 3.9% 即時撤廃

320300100 天然あい及びバターダイ 0 即時撤廃

320300210 植物性着色料 0 即時撤廃

320300290 動物性着色料 0 即時撤廃

320411000 分散染料及びこれをもととした調製品 4.4% 即時撤廃

320412010 酸性染料（金属塩にしてあるかないかを問わない。）及びこれをもととした
調製品

4.4% 即時撤廃

320412090 媒染染料及びこれをもととした調製品（その他のもの） 4.4% 即時撤廃

320413000 塩基性染料及びこれをもととした調製品 4.4% 即時撤廃

320414000 直接染料及びこれをもととした調製品 4.4% 即時撤廃

320415000 建染め染料（顔料としてそのまま使用することができるものを含む。）及び
これをもととした調整品

4.4% 即時撤廃

320416000 反応染料及びこれをもととした調製品 4.4% 即時撤廃

320417010 顔料 3.5% 即時撤廃

320417090 顔料をもととした調製品（その他のもの） 3.5% 即時撤廃

320419020 有機溶剤解染料 4.4% 即時撤廃

320419090 その他の有機合成着色料（第３２０４．１１号から第３２０４．１９号までの二
以上の号の着色料を混合した物品を含む。）

4.4% 即時撤廃

320420000 蛍光増白剤として使用する種類の合成した有機物 4.4% 即時撤廃

320490000 ルミノホアとして使用する種類の合成した有機物（その他のもの） 4.4% 即時撤廃

320500000 レーキ顔料及びレーキ顔料をもととした調製品 4.4% 即時撤廃

320611000 二酸化チタンをもととした顔料及び調製品（二酸化チタンの含有量が乾燥
状態において全重量の８０％以上のもの）

3.2% 即時撤廃

320619000 その他の二酸化チタンをもととした顔料及び調製品 2.6% 即時撤廃

320620000 クロム化合物をもととした顔料及び調製品 2.6% 即時撤廃

320641010 ウルトラマリンブルー（群青） 4.4% 即時撤廃

320641090 ウルトラマリンをもととした調製品（その他のもの） 2.6% 即時撤廃

320642010 リトポン 3.9% 即時撤廃

320642090 硫化亜鉛をもととしたその他の顔料及び調製品（その他のもの） 2.6% 即時撤廃

320649100 ヘキサシアノ鉄酸塩（フェロシアン酸塩及びフェリシアン酸塩）をもととした
顔料及び調製品

2.5% 即時撤廃
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320649900 着色料（その他のもの） 2.6% 即時撤廃

320650000 ルミノホアとして使用する種類の無機物 3.3% 即時撤廃

320710000 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その他これらに類する調製品 3.2% 即時撤廃

320720000 ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップその他これらに類する調製品 2.2% 即時撤廃

320730000 液状ラスターその他これに類する調製品 2.2% 即時撤廃

320740000 ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの 2.5% 即時撤廃

320810000 ペイント及びワニス（水以外の媒体に分散又は溶解させたもの）並びにこ
の類の注４の溶液（ポリエステルをもととしたもの）

3.2% 即時撤廃

320820000 ペイント及びワニス（水以外の媒体に分散又は溶解させたもの）並びにこ
の類の注４の溶液（アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの）

3.1% 即時撤廃

320890020 合成樹脂を含有する塗料（水以外の媒体に分散させ又は溶解させたもの） 3.2% 即時撤廃

320890090 ペイント及びワニス（合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をも
ととしたもので水以外の媒体に分散させ又は溶解させたもの）並びにこの
類の注４の溶液（その他のもの）

3.2% 即時撤廃

320910000 ペイント及びワニス（アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもので、
水性媒体に分散させ又は溶解させたもの）

4% 即時撤廃

320990000 ペイント及びワニス（合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をも
とにしたもので、水性媒体に分散させたもの）（その他のもの）

4% 即時撤廃

321000010 歴青質塗料 1.6% 即時撤廃

321000020 その他のペイント及びワニス並びに革の仕上用の調製水性顔料 3.9% 即時撤廃

321100000 調製ドライヤー 3.9% 即時撤廃

321210000 スタンプ用のはく 3.9% 即時撤廃

321290010 パールエッセンス 2.1% 即時撤廃

321290020 顔料（水以外の媒体の分散させ、かつ、ペイント製造用のもので、液状又
はペースト状のもの）、染料その他の着色料（小売用の形状又は包装にし
たもの）（その他のもの）

4.1% 即時撤廃

321310000 絵の具セット 3.9% 即時撤廃

321390000 画家用、習画用、整色用、遊戯用、ポスターカラーその他これらに類する
絵の具類（セットを除く。）

3.9% 即時撤廃

321410000 ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドそ
の他のマスチック及び塗装用の充てん料

3.3% 即時撤廃

321490000 建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性
調製上塗り材

3.3% 即時撤廃

321511000 印刷用インキ（黒色のもの） 3.9% 即時撤廃

321519000 印刷用インキ（その他のもの） 3.9% 即時撤廃
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321590000 インキ（その他のもの） 3.9% 即時撤廃

330210100 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合並びに香
気性物質をもととしたその他の調製品（飲料製造用に使用する種類のもの
に限る。）（食品工業又は飲料工業において使用する種類のもの）（アル
コール分が１０％以上のもの）

0 即時撤廃

330210210 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物並びに
香気性物質をもととしたその他の調製品（飲料製造用に使用する種類のも
のに限る。）（食品工業において使用する種類のもの）

0 即時撤廃

330210290 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物並びに
香気性物質をもととしたその他の調製品（飲料製造用に使用する種類のも
のに限る。）（飲料工業において使用するもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

330290000 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物並びに
香気性物質をもととしたその他の調製品（飲料製造用に使用する種類のも
のに限る。）（その他の工業において使用するもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

330300000 香水類及びオーデコロン類 0 即時撤廃

330410000 唇のメーキャップ用の調製品 0 即時撤廃

330420000 眼のメーキャップ用の調製品 0 即時撤廃

330430000 マニキュア用又はペディキュア用の調製品 0 即時撤廃

330491010 おしろい（パウダー状のもの、固形にしたものを含む。） 0 即時撤廃

330491090 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品（医薬品を除く。）
（パウダー状のもの、固形にしたものを含む。）（その他のもの）

0 即時撤廃

330499011 化粧下 0 即時撤廃

330499012 乳液 0 即時撤廃

330499019 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品（医薬品を除く。）
（クリームその他油、脂又はろうをもととしたもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

330499090 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品（医薬品を除く。）
（その他のもの）

0 即時撤廃

330510000 シャンプー 0 即時撤廃

330520000 パーマネント用の調製品 0 即時撤廃

330530000 ヘアラッカー 0 即時撤廃

330590000 頭髪用の調製品（その他のもの） 0 即時撤廃

330610000 歯磨き 0 即時撤廃

330620000 歯間清掃用の糸（デンタルフロス） 2.7% 即時撤廃

330690000 口腔衛生用の調製品（義歯定着用のペースト及び粉を含む。）（歯磨きを
除く。）

0 即時撤廃

330710000 ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品 4.8% 即時撤廃

330720000 身体用の防臭剤及び汗止め 3.9% 即時撤廃
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330730000 芳香を付けた浴用塩その他の浴用の調製品 3.9% 即時撤廃

330741000 アガバティその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの 5.4% 即時撤廃

330749000 室内に芳香を付けるため又は室内防臭用の調製品（その他のもの） 3.9% 即時撤廃

330790010 脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類（油、脂又はろうをもととしたもの） 4.8% 即時撤廃

330790090 脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類（その他のもの） 4% 即時撤廃

340111000 せっけん、有機界面活性剤及びその調製品（棒状にし、ケーキ状にし又は
成型したもの）並びにせっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆
した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布（化粧用のもの）

0 即時撤廃

340119010 せっけん、有機界面活性剤及びその調製品（棒状、ケーキ状、成型したも
の）（化粧用のものを除く。）（その他のもの）

0 即時撤廃

340119020 せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディン
グ、フェルト及び不織布（化粧用のものを除く。）（その他のもの）

0 即時撤廃

340120010 せっけん（その他の形状のもの）（化粧用のもの（薬用のものを含む。）） 0 即時撤廃

340120020 せっけん（その他の形状のもの）（化粧用のものを除く。） 0 即時撤廃

340130000 有機界面活性剤及びその調製品（皮膚の洗浄に使用するもので、液状又
はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せっけんを含有するかし
ないかを問わない）

0 即時撤廃

340211010 陰イオン（アニオン）系有機界面活性剤（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸
及びその塩）

0 即時撤廃

340211090 陰イオン（アニオン）系有機界面活性剤（その他のもの） 0 即時撤廃

340212000 陽イオン（カチオン）系有機界面活性剤 0 即時撤廃

340213000 非イオン系有機界面活性剤 0 即時撤廃

340219000 有機界面活性剤（その他のもの） 0 即時撤廃

340220010 調製界面活性剤（有機界面活性剤をもととしたもの）（小売用のもの） 0 即時撤廃

340220090 清浄用調製品（有機界面活性剤をもととしないもの）（小売用のもの）（その
他のもの）

0 即時撤廃

340290010 調製界面活性剤（有機界面活性剤をもととしたもの）（小売用でないもの） 0 即時撤廃

340290090 清浄用調製品（有機界面活性剤をもととしないもの）（小売用でないもの）
（その他のもの）

0 即時撤廃

340311000 紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品（石油又は歴青油
を含有するもの）

4.4% 即時撤廃

340319091 調製潤滑剤（石油又は歴青油の含有量が水分を除いた全重量の５０％を
超えるもの）

3.2% 即時撤廃

340319099 その他の調製潤滑剤（石油又は歴青油の含有量が水分を除いた全重量
の５０％以下のもの）

3.2% 即時撤廃



49

HS9
(2017.4.1)

品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

340391000 紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品（石油又は歴青油
を含有しないもの）

4.4% 即時撤廃

340399000 その他の調製潤滑剤（石油又は歴青油を含有しないもの） 3.1% 即時撤廃

340420000 人造ろう及び調製ろう（ポリ（オキシエチレン）（ポリエチレングリコール）の
もの）

0 即時撤廃

340490010 人造ろう及び調製ろう（化学的に変性させたモンタンろうのもの） 0 即時撤廃

340490090 人造ろう及び調製ろう（その他のもの） 0 即時撤廃

340510000 履物用又は革用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品（その他
のもの）

0 即時撤廃

340520000 木製の家具、床その他の木製品の維持用の磨き料、クリームその他これ
らに類する調製品

0 即時撤廃

340530000 車体用の磨き料その他これに類する調製品（メタルポリッシュを除く。） 0 即時撤廃

340540000 擦り磨き用のペースト、粉その他の調製品 0 即時撤廃

340590000 ガラス用又は金属用の磨き料その他これに類する調製品（その他のもの） 0 即時撤廃

340600000 ろうそく及びこれに類する物品 0 即時撤廃

340700000 モデリングペースト（児童用のものを含む。）、歯科用のワックス及び印象
材（セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄状、棒状その他これらに
類する形状にしたもの）並びに焼いた石膏又は硫酸カルシウムから成るプ
ラスターをもととしたその他の歯科用の調製品

0 即時撤廃

350300011 ゼラチン（写真用のものを除く。） 17% 2033年撤廃

350300012 にかわ 17% 2033年撤廃

350300090 ゼラチン（写真用のものに限る。）及びゼラチン誘導体 3.9% 即時撤廃

350610000 膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品（膠着剤又は接着剤として
小売用にしたもので正味重量が１ｋｇ以下のもの）

3.9% 即時撤廃

350691000 ゴム又は第３９．０１項から第３９．１３項までの重合体をもととした接着剤 3.9% 即時撤廃

350699000 調製膠着剤その他の調製接着剤（その他のもの） 3.9% 即時撤廃

350710000 レンネット及びその濃縮物 3.9% 即時撤廃

350790000 酵素及び調製した酵素（その他のもの） 3.9% 即時撤廃

360100000 火薬 6.4% 即時撤廃

360200000 爆薬 6.4% 即時撤廃

360300100 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造の点火具のうち、電
極を含めた長さが1.4センチメートル以上2.6センチメートル以下のもので、
点火部の直径が0.7センチメートル以上1.2センチメートル以下のもの（点火
部が複数あるものを含む。）

0 即時撤廃

360300200 導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管 6.4% 即時撤廃

360410010 花火（がん具用のもの） 4% 即時撤廃
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360410090 花火（その他のもの） 4% 即時撤廃

360490000 信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工品 4% 即時撤廃

360500100 マッチ（７０本以下入りのもの） 4.4% 即時撤廃

360500200 マッチ（７０本を超えるもの） 4.4% 即時撤廃

360610000 たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の
液体燃料及び液化ガス燃料（容量が３００ｃｍ３以下の容器入りにしたも
の）

3.3% 即時撤廃

360690000 フェロセリウムその他の発火性合金（形状を問わない。）及びこの類の注２
（ａ）並びに（ｃ）の可燃性材料の製品

3.3% 即時撤廃

370110011 エックス線写真用プレート及び平面状フィルム（露光してないもの）（紙製、
板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（直接撮影用で医療用のもの）

0 即時撤廃

370110019 エックス線写真用プレート及び平面状フィルム（露光してないもの）（紙製、
板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（直接撮影用で医療用以外のも
の）

0 即時撤廃

370110090 エックス線写真用プレート及び平面状フィルム（露光してないもの）（紙製、
板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（間接撮影用のもの）

0 即時撤廃

370120010 インスタントプリントフィルム（平面状のもので露光してないもの）（感光性
シートが紙、板紙又は紡織用繊維製のものを除く。）

0 即時撤廃

370120020 インスタントプリントフィルム（平面状のもので露光してないもの）（感光性
シートが紙、板紙又は紡織用繊維製のもの）

0 即時撤廃

370130031 製版用白黒（モノクロームを含む）プレート（露光してないもの）（紙製、板紙
製又は紡織用繊維製のものを除く。）（いずれかの辺の長さが２５５ｍｍを
超えるもの）

0 即時撤廃

370130039 製版用白黒（モノクロームを含む）シートフィルム（露光してないもの）（紙
製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（いずれかの辺の長さが２５
５ｍｍを超えるもの）

0 即時撤廃

370130090 一般写真用白黒（モノクロームを含む）シートフィルム（露光してないもの）
（紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（いずれかの辺の長さが
２５５ｍｍを超えるもの）

0 即時撤廃

370191000 一般写真用プレート及び平面状フィルム（露光してないもの）（紙製、板紙
製又は紡織用繊維製のものを除く。）（すべての辺の長さが２５５ｍｍ以下
のもの）（カラー写真（ポリクローム）用）

0 即時撤廃

370199000 一般写真用プレート及び平面状フィルム（露光してないもの）（紙製、板紙
製又は紡織用繊維製のものを除く。）（すべての辺の長さが２５５ｍｍ以下
のもの）（白黒写真（モノクロームを含む）用のもの）

0 即時撤廃

370210000 エックス線写真用ロールフィルム（露光してないもの）（紙製、板紙製又は
紡織用繊維製のものを除く。）

0 即時撤廃

370231000 写真用カラーロールフィルム（ポリクローム）（露光してないもの）（紙製、板
紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレーションがなく、幅が１
０５ｍｍのもの）（ネガ用のもの）

0 即時撤廃

370232000 白黒（モノクロームを含む）ロールフィルム（露光してないもの）（紙製、板紙
製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレーションがなく、幅が１０５
ｍｍ以下のもの）（ハロゲン化銀の乳剤を使用したもの）

0 即時撤廃
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370239000 白黒（モノクロームを含む）ロールフィルム（露光してないもの）（紙製、板紙
製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレーションがなく、幅が１０５
ｍｍ以下のもの）（ハロゲン化銀の乳剤を使用したものを除く。）

0 即時撤廃

370241000 写真用カラーロールフィルム（ポリクローム）（露光してないもの）（紙製、板
紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレーションがなく、幅が６
１０ｍｍを超え、長さが２００ｍを超えるもの）

0 即時撤廃

370242000 白黒（モノクロームを含む）ロールフィルム（露光してないもの）（紙製、板紙
製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレーションがなく、幅が６１０
ｍｍを超え、長さが２００ｍを超えるもの）

0 即時撤廃

370243000 ロールフィルム（露光してないもの）（紙製、板紙製又は紡織用繊維製のも
のを除く。）（パーフォレーションがなく、幅が６１０ｍｍを超え、長さが２００
ｍ以下のもの）

0 即時撤廃

370244000 白黒（モノクロームを含む）ロールフィルム（露光してないもの）（紙製、板紙
製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレーションがなく、幅が１０５
ｍｍを超え、６１０ｍｍ以下のもの）

0 即時撤廃

370252000 写真用カラーロールフィルム（ポリクローム）（露光してないもの）（紙製、板
紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレーションを有し幅が１６
ｍｍ以下のもの）

0 即時撤廃

370253000 写真用カラーロールフィルム（ポリクローム）（露光してないもの）（紙製、板
紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレーションを有し幅が１６
ｍｍを超え、３５ｍｍ以下で長さが３０ｍ以下のもの）

0 即時撤廃

370254010 写真用カラーロールフィルム（ポリクローム）（スライド用を除く。）（露光して
ないもの）（紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレー
ションを有し幅が３５ｍｍで長さが３０ｍ以下のもの）

0 即時撤廃

370254090 写真用カラーロールフィルム（ポリクローム）（スライド用を除く。）（露光して
ないもの）（紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレー
ションを有し幅が１６ｍｍを超え、３５ｍｍ未満で長さが３０ｍ以下のもの）

0 即時撤廃

370255000 写真用カラーロールフィルム（ポリクローム）（露光してないもの）（紙製、板
紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレーションを有し幅が１６
ｍｍを超え、３５ｍｍ以下で長さが３０ｍを超えるもの）

0 即時撤廃

370256000 カラーロールフィルム（ポリクローム）（露光してないもの）（紙製、板紙製又
は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレーションを有し幅が３５ｍｍを
超えるもの）

0 即時撤廃

370296000 写真用白黒（モノクロを含む）ロールフィルム（露光してないもの）（紙製、板
紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレーションを有し幅が35
ミリメートル以下で、長さが30メートル以下のもの）

0 即時撤廃

370297000 写真用白黒（モノクロを含む）ロールフィルム（露光してないもの）（紙製、板
紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレーションを有し幅が35
ミリメートル以下で、長さが30メートルを超えるもの）

0 即時撤廃

370298000 写真用白黒（モノクロを含む）ロールフィルム（露光してないもの）（紙製、板
紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）（パーフォレーションを有し幅が35
ミリメートルを超えるもの）

0 即時撤廃

370310010 カラー印画紙（ロール状のもの）（露光してないもの）（幅が６１０ｍｍを超え
るもの）

0 即時撤廃
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370310090 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維（カラー印画紙を除く。）（ロー
ル状のもの）（露光してないもの）（幅が６１０ｍｍを超えるもの）

0 即時撤廃

370320000 カラー写真用（ポリクローム）の紙、板紙及び紡織用繊維（露光してないも
の）（ロール状で幅が６１０ｍｍを超えるものを除く。）

0 即時撤廃

370390000 白黒（モノクロを含む）写真用の紙、板紙及び紡織用繊維（露光してないも
の）（ロール状で、幅が６１０ｍｍを超えるものを除く。）

0 即時撤廃

370400000 写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維（露光したもので、
現像してないもの）

0 即時撤廃

370500000 写真用プレート及びフィルム（露光し、かつ現像したもので、映画用フィル
ムを除く。）

0 即時撤廃

370610000 映画用フィルム（露光し、かつ現像したもの）（幅が３５ｍｍ以上のもの） 0 即時撤廃

370690000 映画用フィルム（露光し、かつ現像したもの）（幅が３５ｍｍ未満のもの） 0 即時撤廃

370710000 写真用感光性乳剤 0 即時撤廃

370790000 写真用の化学調製品（クニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製
品を除く。）及び写真用の物品で混合してないもの（使用量にしたもの及び
小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のもの）（感光性乳剤を除く。）

0 即時撤廃

380110000 人造黒鉛 2.5% 即時撤廃

380120000 コロイド状又は半コロイド状の黒鉛 2.5% 即時撤廃

380130000 電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張り用のもの 2.6% 即時撤廃

380190000 黒鉛その他の炭素をもととした調製品（ペースト状、塊状、板状その他半
製品の形状のもの）

3.2% 即時撤廃

380290000 活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭（廃獣炭を含む。） 2.5% 即時撤廃

380300000 トール油 0 即時撤廃

380400000 木材パルプの製造の際に生ずる廃液（リグニンスルホン酸塩を含むものと
し、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したものであるかないかを問わ
ず、第３８．０３項のトール油を除く。）

0 即時撤廃

380510000 ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油 0 即時撤廃

380590100 パイン油 0 即時撤廃

380610000 ロジン及び樹脂酸 0 即時撤廃

380620000 ロジン若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩（ロジン付加物の塩を除
く。）

0 即時撤廃

380690000 ロジン又は樹脂酸の誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガム 0 即時撤廃

380700000 木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及び植物性ピッチ並びに
ブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物
性ピッチをもととしたもの

0 即時撤廃

380852000 DDT（ISO）（クロフェノタン（INN））を含有する殺虫剤等に類する物品（正味
重量が300グラム以下の包装にしたものに限る。）

3.9% 即時撤廃
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380859000 その他の第３８類の号注１のもの 3.9% 即時撤廃

380861000 第３８類の号注２のもの（正味重量が300グラム以下の包装にしたもの） 3.9% 即時撤廃

380862000 第３８類の号注２のもの（正味重量が300グラムを超え7.5キログラム以下
の包装にしたもの）

3.9% 即時撤廃

380869000 その他の第３８類の号注２のもの 3.9% 即時撤廃

380891010 殺虫剤（農薬） 3.9% 即時撤廃

380891091 殺虫剤（小売用の形状又は包装にしたもの）（農薬を除く） 3.9% 即時撤廃

380891099 殺虫剤（小売用の形状又は包装にしたものを除く。）（農薬を除く） 3.9% 即時撤廃

380892010 殺菌剤（農薬） 3.9% 即時撤廃

380892091 殺菌剤（小売用の形状又は包装にしたもの）（農薬を除く） 3.9% 即時撤廃

380892099 殺菌剤（その他のもの）（製剤にし又は製品にしたもの）（農薬を除く） 3.9% 即時撤廃

380893010 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤（農薬） 3.9% 即時撤廃

380893091 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤（小売用の形状又は包装にした
もの）（農薬を除く）

3.9% 即時撤廃

380893099 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤（その他のもの）（製剤にし又は
製品にしたもの）（農薬を除く）

3.9% 即時撤廃

380894000 消毒剤（小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの）
（農薬を除く）

3.9% 即時撤廃

380899000 殺鼠剤その他これらに類する物品 3.9% 即時撤廃

380991010 つや出し剤及び仕上剤（繊維工業その他これに類する工業において使用
するもので、でん粉質の物質をもととしたものを除く。）

3.2% 即時撤廃

380991090 促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品（繊維工業その他これに類する
工業において使用するもので、でん粉質の物質をもととしたものを除く。）

3.2% 即時撤廃

380992000 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品（製紙工業その他これ
に類する工業において使用するもので、でん粉質の物質をもととしたもの
を除く。）

3.9% 即時撤廃

380993000 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品（皮革工業その他これ
に類する工業において使用するもので、でん粉質の物質をもととしたもの
を除く。）

3.9% 即時撤廃

381010000 金属表面処理用の調製浸せき剤並びにはんだ付け用、ろう付け用又は溶
接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの

3.9% 即時撤廃

381090000 はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤
並びに溶接用の電極又は溶接棒のしん又は被覆に使用する種類の調製
品

3.9% 即時撤廃

381111000 アンチノック剤（鉛化合物をもととしたもの） 0 即時撤廃

381119000 アンチノック剤（その他のもの） 0 即時撤廃

381121000 潤滑油用の添加剤（石油又は歴青油を含有するもの） 0 即時撤廃

381129000 潤滑油用の添加剤（その他のもの） 0 即時撤廃
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381190010 酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製
添加剤（燃料油用のもの）

0 即時撤廃

381190090 酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製
添加剤（その他の液体用のもの）

0 即時撤廃

381210000 調製したゴム加硫促進剤 4.4% 即時撤廃

381220000 ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤 2.6% 即時撤廃

381231100 2,2,4-トリメチル-1,2-ジヒドロキノリン（TMQ）のオリゴマーの混合物（ゴム
老化防止剤）

4.4% 即時撤廃

381231900 2,2,4-トリメチル-1,2-ジヒドロキノリン（TMQ）のオリゴマーの混合物（プラス
チック老化防止剤及びゴム用又はプラスチック用の複合した安定剤）

2.6% 即時撤廃

381239100 その他のゴム老化防止剤 4.4% 即時撤廃

381239900 その他のプラスチック老化防止剤及びゴム用又はプラスチック用の複合し
た安定剤

2.6% 即時撤廃

381300000 消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾 3.9% 即時撤廃

381400000 有機の配合溶剤及び配合シンナー（他の項に該当するものを除く。）並び
にペイント用又はワニス用の調製除去剤

3.9% 即時撤廃

381511000 担体付き触媒（活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したもの） 2.2% 即時撤廃

381512100 白金触媒（担体付きのもの） 0 即時撤廃

381512210 担体付き触媒（自動車の排気ガス浄化用のもの）（貴金属又はその化合物
を使用したもの）

0 即時撤廃

381512220 担体付き触媒（その他のもの）（貴金属又はその化合物を使用したもの） 2.2% 即時撤廃

381519100 鉄触媒（担体付きのもの） 0 即時撤廃

381519210 シリカ・アルミナ触媒（担体付きのもの） 2.2% 即時撤廃

381519290 担体付き触媒（その他のもの） 2.2% 即時撤廃

381590100 鉄触媒及び白金触媒（担体のないもの） 0 即時撤廃

381590200 シリカ・アルミナ触媒（担体のないもの） 3.9% 即時撤廃

381590310 その他の触媒 2.2% 即時撤廃

381590390 反応開始剤及び反応促進剤 2.2% 即時撤廃

381600010 耐火性のセメント及びモルタル 3.3% 即時撤廃

381600090 その他の耐火性配合品 3.3% 即時撤廃

381700000 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン（第２７．０７項又は第
２９．０２項のものを除く。）

3.3% 即時撤廃

381800010 けい素を電子工業用にドープ処理し、円盤状、ウエハー状その他これらに
類する形状にしたもの

0 即時撤廃
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381800020 その他の元素を電子工業用にドープ処理し、円盤状、ウエハー状その他こ
れらに類する形状にしたもの及び化合物を電子工業用にドープ処理したも
の

0 即時撤廃

381900000 液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液（石油又は歴青油を含有し
ないもの及び石油又は歴青油の含有量が全重量の７０％未満のもの）

2.6% 即時撤廃

382000000 調製不凍液及び調製解凍液 2.6% 即時撤廃

382100000 微生物(ウイルス及びこれに類するものを含む。)用又は植物、人若しくは
動物の細胞用の調製培養剤(保存用のものを含む。)

2.5% 即時撤廃

382200000 診断用又は理化学用の試薬（支持体を使用したものに限る。）及び診断用
又は理化学用の調製試薬（支持体を使用してあるかないかを問わない。）
（第３０．０２項又は第３０．０６項のものを除く。）並びに認証標準物質

0 即時撤廃

382410000 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤 2.5% 即時撤廃

382430100 金属炭化物の混合物 3.2% 即時撤廃

382430200 金属炭化物と金属粘結剤との混合物（凝結させてないもの） 2.6% 即時撤廃

382440000 セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添加剤 2.6% 即時撤廃

382450000 非耐火性のモルタル及びコンクリート 2.6% 即時撤廃

382471000 クロロフルオロカーボン(CFC)を含有する混合物(ハイドロクロロフルオロ
カーボン(HCFC)、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボ
ン(HFC)を含有するかしないかを問わない。)

2.6% 即時撤廃

382472000 ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン又はジブロモテトラ
フルオロエタンを含有する混合物

2.6% 即時撤廃

382473000 ハイドロブロモフルオロカーボン(HBFC)を含有する混合物 2.6% 即時撤廃

382474000 ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有する混合物(クロロフルオロ
カーボン(CFC)を含有しないものに限るものとし、ペルフルオロカーボン
(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わな
い。)

2.6% 即時撤廃

382475000 四塩化炭素を含有する混合物 2.6% 即時撤廃

382476000 １、１、１－トリクロロエタン(メチルクロロホルム)を含有する混合物 2.6% 即時撤廃

382477000 ブロモメタン(メチルブロマイド)又はブロモクロロメタンを含有する混合物 2.6% 即時撤廃

382478110 1,1,1-トリフルオロエタン（HFC-143a）、ペンタフルオロエタン（HFC-125）及
び1,1,1,2-テトラフルオロエタン（HFC-134a）をそれぞれ52:44:4の割合で含
有するもの（R-404A）

2.6% 即時撤廃

382478120 ジフルオロメタン（HFC-32）、ペンタフルオロエタン（HFC-125）及び1,1,1,2-
テトラフルオロエタン（HFC-134a）をそれぞれ23:25:52の割合で含有するも
の（R-407C）

2.6% 即時撤廃

382478130 ジフルオロメタン（HFC-32）及びペンタフルオロエタン（HFC-125）をそれぞ
れ50:50の割合で含有するもの（R-410A）

2.6% 即時撤廃

382478140 1,1,1-トリフルオロエタン（HFC-143a）及びペンタフルオロエタン（HFC-125）
をそれぞれ50:50の割合で含有するもの（R-507A）

2.6% 即時撤廃
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382478900 メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する化学品及び調
製品（天然物のみの混合物を含むものとし、他の項に該当するものを除
く。）のうち、ペルフルオロカーボン（PFC）又はハイドロフルオロカーボン
（HFC）を含有するもの（クロロフルオロカーボン（CFC）又はハイドロクロロ
フルオロカーボン（HCFC）を含有しないものに限る。）以外のもの

2.6% 即時撤廃

382479000 その他のメタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合
物

2.6% 即時撤廃

382481000 オキシラン(エチレンオキシド)を含有する混合物及び調製品 2.6% 即時撤廃

382482000 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)を含有する混合物及び調製品

2.6% 即時撤廃

382483000 トリス(2,3－ジブロモプロピル)ホスフェートを含有する混合物及び調製品 2.6% 即時撤廃

382484000 アルドリン（ISO）、カンフェクロル（ISO）（トキサフェン）、クロルデン（ISO）、
クロルデコン（ISO）、DDT（ISO）（クロフェノタン（INN）、1,1,1-トリクロロ-2,2-
ビス（パラ-クロロフェニル）エタン）、ディルドリン（ISO、INN）、エンドスル
ファン（ISO）、エンドリン（ISO）、ヘプタクロル（ISO）又はマイレックス（ISO）
を含有する混合物及び調製品

2.6% 即時撤廃

382485000 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン（HCH（ISO））（リンデン（ISO、INN）
を含む。）を含有する混合物及び調製品

2.6% 即時撤廃

382486000 ペンタクロロベンゼン（ISO）又はヘキサクロロベンゼン（ISO）を含有する混
合物及び調製品

2.6% 即時撤廃

382487000 ペルフルオロオクタンスルホン酸若しくはその塩、ペルフルオロオクタンス
ルホンアミド又はペルフルオロオクタンスルホニルフルオリドを含有する混
合物及び調製品

2.6% 即時撤廃

382488010 テトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサ
ブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル又はオクタブロ
モジフェニルエーテルを含有する混合物及び調製品（ヘプタブロモジフェニ
ルエーテル及びオクタブロモジフェニルエーテルを主成分とする混合物）

0 即時撤廃

382488090 テトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサ
ブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル又はオクタブロ
モジフェニルエーテルを含有する混合物及び調製品（その他のもの）

2.6% 即時撤廃

382491000 主として（5-エチル-2-メチル-2-オキシド-1,3,2-ジオキサホスフィナン-5-イ
ル）メチルメチルメチルホスホネート及びビス［（5-エチル-2-メチル-2-オキ
シド-1,3,2-ジオキサホスフィナン-5-イル）メチル］メチルホスホネートから
成る混合物及び調製品

2.6% 即時撤廃

382499100 チューインガムベース（砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除
く。）

0 即時撤廃

382499200 脂肪酸混合物の誘導体 3.9% 即時撤廃

382499300 ナフテン酸並びにその塩（水溶性のものを除く。）及びエステル 3.3% 即時撤廃

382499910 ジブロモネオペンチルグリコールを主成分とする混合物 0 即時撤廃

382499920 ５’－リボヌクレオチド二ナトリウム 2.6% 即時撤廃
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382499991 化学工業において生産される化学品及び調製品（その他のもの）（修正
テープ（交換用のものを含み、小売用にしたものに限る。））

2.6% 即時撤廃

382499999 その他の化学工業において生産される化学品及び調製品（その他のもの） 2.6% 即時撤廃

382510000 都市廃棄物 0 即時撤廃

382520000 下水汚泥 0 即時撤廃

382530000 医療廃棄物 0 即時撤廃

382541000 ハロゲン化合物 2.6% 即時撤廃

382549000 有機溶剤廃棄物（その他のもの） 2.6% 即時撤廃

382550000 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物 2.6% 即時撤廃

382561000 有機物を主成分とするもの 2.6% 即時撤廃

382569000 化学工業（類似の工業を含む。）において生ずる廃棄物（その他のもの） 2.6% 即時撤廃

382590100 セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の
際に産出する廃酸化鉄

0 即時撤廃

382590900 化学工業（類似の工業を含む。）において生ずる残留物（他の項に該当す
るものを除く。）、都市廃棄物、下水汚泥並びにこの類の注６のその他の廃
棄物（その他のもの）（その他のもの）

2.6% 即時撤廃

382600000 バイオディーゼル及びその混合物（石油又は歴青油の含有量が全重量の
70％未満のものに限る。）

3.9% 即時撤廃

390110020 直鎖状低密度ポリエチレン（比重が０．９４未満のもの）（塊（不規則な形の
もの）、粉（モールディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに
類する形状のもの）

6.5% or 22.40
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

390110060 エチレンの重合体（比重が０．９４未満のもの）（塊（不規則な形のもの）、粉
（モールディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形
状のもの）（その他のもの）

6.5% or 22.40
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

390110090 エチレンの重合体（比重が０．９４未満のもの）（液状又はペースト状のも
の）

2.8% 即時撤廃

390120010 エチレンの重合体（比重が０．９４以上のもの）（塊（不規則な形のもの）、粉
（モールディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形
状のもの）

6.5% or 22.40
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

390120090 エチレンの重合体（比重が０．９４以上のもの）（液状又はペースト状のも
の）

6.5% or 22.40
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

390130010 エチレン一酢酸ビニル共重合体（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディ
ングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

2.8% 即時撤廃

390130090 エチレン一酢酸ビニル共重合体（液状又はペースト状のもの） 2.8% 即時撤廃

390140010 比重が0.94未満のエチレン-アルファ-オレフィン共重合体（塊（不規則な形
のもの）、粉（モールディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これら
に類する形状のもの）

2.8% 即時撤廃



58

HS9
(2017.4.1)

品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

390140090 比重が0.94未満のエチレン-アルファ-オレフィン共重合体（液状又はペー
スト状のもの）

2.8% 即時撤廃

390190010 その他のエチレンの重合体（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディング
パウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

2.8% 即時撤廃

390190090 その他のエチレンの重合体（液状又はペースト状のもの） 2.8% 即時撤廃

390210010 ポリプロピレン（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウダーを含
む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

6.5% or 25.60
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

390210090 ポリプロピレン（液状又はペースト状のもの） 6.5% or 25.60
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

390220010 ポリイソブチレン（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウダーを
含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

2.8% 即時撤廃

390220090 ポリイソブチレン（液状又はペースト状のもの） 2.8% 即時撤廃

390230010 プロピレンの共重合体（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウ
ダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

2.8% 即時撤廃

390230090 プロピレンの共重合体（液状又はペースト状のもの） 2.8% 即時撤廃

390290010 その他のオレフィンの重合体（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディング
パウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

2.8% 即時撤廃

390290090 その他のオレフィンの重合体（液状又はペースト状のもの） 2.8% 即時撤廃

390311010 多泡性ポリスチレン（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウダー
を含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

3.9% 即時撤廃

390311090 多泡性ポリスチレン（液状又はペースト状のもの） 3.9% 即時撤廃

390319010 ポリスチレン（多泡性でないもの）（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディ
ングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

6.5% 即時撤廃

390319090 ポリスチレン（多泡性でないもの）（液状又はペースト状のもの） 2.8% 即時撤廃

390320010 スチレン－アクリロニトリル（ＳＡＮ）共重合体（塊（不規則な形のもの）、粉
（モールディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形
状のもの）

3.1% 即時撤廃

390320090 スチレン－アクリロニトリル（ＳＡＮ）共重合体（液状又はペースト状のもの） 3.1% 即時撤廃

390330010 アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）共重合体（塊（不規則な形
のもの）、粉（モールディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これら
に類する形状のもの）

3.1% 即時撤廃

390330090 アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）共重合体（液状又はペース
ト状のもの）

3.1% 即時撤廃

390390010 その他のスチレンの重合体（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディング
パウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

3.1% 即時撤廃

390390090 その他のスチレンの重合体（液体又はペースト状のもの） 3.1% 即時撤廃
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390410010 ポリ（塩化ビニル）（他の物質と混合してないもの）（塊（不規則な形のも
の）、粉（モールディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類
する形状のもの）

3.9% 即時撤廃

390410090 ポリ（塩化ビニル）（他の物質と混合してないもの）（液状又はペースト状の
もの）

3.9% 即時撤廃

390421010 その他のポリ（塩化ビニル）（可塑化してないもの）（塊（不規則な形のも
の）、粉（モールディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類
する形状のもの）

3.9% 即時撤廃

390421090 その他のポリ（塩化ビニル）（可塑化してないもの）（液状又はペースト状の
もの）

3.9% 即時撤廃

390422010 その他のポリ（塩化ビニル）（可塑化したもの）（塊（不規則な形のもの）、粉
（モールディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形
状のもの）

3.9% 即時撤廃

390422090 その他のポリ（塩化ビニル）（可塑化したもの）（液状又はペースト状のも
の）

3.9% 即時撤廃

390430010 塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体（塊（不規則な形のもの）、粉（モール
ディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のも
の）

3.1% 即時撤廃

390430090 塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体（液状又はペースト状のもの） 3.1% 即時撤廃

390440010 その他の塩化ビニルの共重合体（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディ
ングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

2.8% 即時撤廃

390440090 その他の塩化ビニルの共重合体（液状又はペースト状のもの） 2.8% 即時撤廃

390450010 塩化ビニリデンの重合体（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウ
ダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

2.8% 即時撤廃

390450090 塩化ビニリデンの重合体（液状又はペースト状のもの） 2.8% 即時撤廃

390461010 ポリテトラフルオロエチレン（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパ
ウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

5.6% 即時撤廃

390461020 ポリテトラフルオロエチレン（液状又はペースト状のもの） 2.8% 即時撤廃

390469010 その他のふっ素系重合体（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパ
ウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

5.6% 即時撤廃

390469020 その他のふっ素系重合体（液状又はペースト状のもの） 2.8% 即時撤廃

390490010 その他のハロゲン化オレフィンの重合体（塊（不規則な形のもの）、粉（モー
ルディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状の
もの）

2.8% 即時撤廃

390490090 その他のハロゲン化オレフィンの重合体（液状又はペースト状のもの） 2.8% 即時撤廃

390512000 ポリ（酢酸ビニル）（水に分散しているもの） 3.9% 即時撤廃

390519000 ポリ（酢酸ビニル）（その他のもの） 3.9% 即時撤廃

390521000 酢酸ビニルの共重合体（水に分散しているもの） 3.9% 即時撤廃

390529000 酢酸ビニルの共重合体（その他のもの） 3.9% 即時撤廃
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390530000 ポリ（ビニルアルコール）（加水分解してないアセテート基を含有するかしな
いかを問わない。）

3.9% 即時撤廃

390591010 ポリビニルブチラール（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウ
ダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

3.9% 即時撤廃

390591091 その他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体（塊（不規
則な形のもの）、粉（モールディングパウダーを含む。）、粒、フレークその
他これらに類する形状のもの）

2.8% 即時撤廃

390591099 その他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体（液状又は
ペースト状のもの）

2.8% 即時撤廃

390599000 その他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体（共重合体
以外のもの）

2.8% 即時撤廃

390610010 ポリ（メタクリル酸メチル）（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウ
ダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

3.4% 即時撤廃

390610090 ポリ（メタクリル酸メチル）（液状又はペースト状のもの） 3.4% 即時撤廃

390690010 その他のアクリル重合体（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウ
ダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

2.8% 即時撤廃

390690090 その他のアクリル重合体（液状又はペースト状のもの） 3.9% 即時撤廃

390710000 ポリアセタール 2.8% 即時撤廃

390720100 ポリジブロモフェニレン－オキシド 0 即時撤廃

390720910 その他のポリエーテル（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウ
ダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

2.8% 即時撤廃

390720990 その他のポリエーテル（液状又はペースト状のもの） 2.8% 即時撤廃

390730010 エポキシ樹脂（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウダーを含
む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

3.1% 即時撤廃

390730090 エポキシ樹脂（液状又はペースト状のもの） 3.1% 即時撤廃

390740100 テトラブロモビスフェノールＡポリカーボネート 0 即時撤廃

390740900 ポリカーボネート（その他のもの） 2.8% 即時撤廃

390750010 アルキド樹脂（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウダーを含
む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

3.1% 即時撤廃

390750090 アルキド樹脂（液状又はペースト状のもの） 3.9% 即時撤廃

390761000 ポリ（エチレンテレフタレート）（粘度数が1グラムにつき78ミリリットル以上
のもの）

3.1% 即時撤廃

390769000 ポリ（エチレンテレフタレート）（粘度数が1グラムにつき78ミリリットル未満
のもの）

3.1% 即時撤廃

390770000 ポリ乳酸 3.1% 即時撤廃

390791000 その他のポリエステル（不飽和のもの） 3.1% 即時撤廃
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390799010 その他のポリエステル（飽和のもの）（塊（不規則な形のもの）、粉（モール
ディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のも
の）

3.1% 即時撤廃

390799090 その他のポリエステル（飽和のもの）（液状又はペースト状のもの） 3.1% 即時撤廃

390810000 ポリアミド－６、－１１、－１２、－６・６、－６・９、－６・１０又は－６・１２ 3.7% 即時撤廃

390890100 メタ－アラミド 0 即時撤廃

390890910 その他のポリアミド（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウダー
を含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

3.7% 即時撤廃

390890990 その他のポリアミド（液状又はペースト状のもの） 3.7% 即時撤廃

390910000 尿素樹脂及びチオ尿素樹脂 3.9% 即時撤廃

390920000 メラミン樹脂 3.9% 即時撤廃

390931000 ポリ（メチレンフェニルイソシアナート）（粗MDI又はポリメリックMDI） 2.8% 即時撤廃

390939000 その他のアミノ樹脂 3.9% 即時撤廃

390940010 フェノール樹脂（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウダーを含
む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

3.9% 即時撤廃

390940090 フェノール樹脂（液状又はペースト状のもの） 3.9% 即時撤廃

390950010 ポリウレタン（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウダーを含
む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

3.1% 即時撤廃

390950090 ポリウレタン（液状又はペースト状のもの） 3.1% 即時撤廃

391000010 シリコーン（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウダーを含
む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

3.9% 即時撤廃

391000090 シリコーン（液状又はペースト状のもの） 3.9% 即時撤廃

391110010 石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、クマロン－インデン樹脂及びポリ
テルペン（塊（不規則な形のもの）、粉（モールディングパウダーを含む。）、
粒、フレークその他これらに類する形状のもの）

2.8% 即時撤廃

391110090 石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、クマロン－インデン樹脂及びポリ
テルペン（液状又はペースト状のもの）

2.8% 即時撤廃

391190030 ポリ硫化物、ポリスルホン及びその他の合成重合体（塊（不規則な形のも
の）、粉（モールディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類
する形状のもの）

2.8% 即時撤廃

391190090 ポリ硫化物、ポリスルホン及びその他の合成重合体（液状又はペースト状
のもの）

2.8% 即時撤廃

391211000 酢酸セルロース（可塑化してないもの） 4.6% 即時撤廃

391212000 酢酸セルロース（可塑化したもの） 3.9% 即時撤廃

391220000 ニトロセルロース（コロジオンを含む。） 3.9% 即時撤廃

391231000 カルボキシメチルセルロース及びその塩 3.1% 即時撤廃
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391239000 その他のセルロースエーテル 3.1% 即時撤廃

391290000 その他のセルロース及びその化学的誘導体 3.1% 即時撤廃

391310000 アルギン酸並びにその塩及びエステル 3.3% 即時撤廃

391390000 その他の天然の重合体及び変性させた天然の重合体（例えば、硬化たん
ぱく質及び天然ゴムの化学的誘導体）

3.4% 即時撤廃

391400010 イオン交換体（ポリスチレンのもの） 5% 即時撤廃

391400020 イオン交換体（アクリル樹脂のもの） 5% 即時撤廃

391400090 イオン交換体（その他のもの） 5% 即時撤廃

391510000 プラスチックのくず（エチレンの重合体のもの） 4.8% 即時撤廃

391520000 プラスチックのくず（スチレンの重合体のもの） 4.8% 即時撤廃

391530000 プラスチックのくず（塩化ビニルの重合体のもの） 4.8% 即時撤廃

391590000 その他のプラスチックのくず 4% 即時撤廃

391610000 プラスチックの単繊維（径が１ｍｍを超えるもの）、棒及び形材（エチレンの
重合体のもの）

4.8% 即時撤廃

391620000 プラスチックの単繊維（径が１ｍｍを超えるもの）、棒及び形材（塩化ビニル
の重合体のもの）

3.9% 即時撤廃

391690000 プラスチックの単繊維（径が１ｍｍを超えるもの）、棒及び形材（その他のプ
ラスチックのもの）

4.3% 即時撤廃

391710010 硬化たんぱく質製の人造ガット（ソーセージケーシング） 4% 即時撤廃

391710020 セルロース系材料製の人造ガット（ソーセージケーシング） 0 即時撤廃

391721000 エチレンの重合体製の管及びホース（硬質のもの） 4.8% 即時撤廃

391722000 プロピレンの重合体製の管及びホース（硬質のもの） 4.8% 即時撤廃

391723000 塩化ビニルの重合体製の管及びホース（硬質のもの） 3.9% 即時撤廃

391729000 その他のプラスチック製の管及びホース（硬質のもの） 3.9% 即時撤廃

391731000 フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース（破裂圧が２７．６メガパスカ
ル以上のもの）

3.9% 即時撤廃

391732010 その他の管及びホース（継手なしのものに限るものとし、他の材料により
補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。）（エチレンの重合体製の
もの）

4.4% 即時撤廃

391732020 その他の管及びホース（継手なしのものに限るものとし、他の材料により
補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。）（塩化ビニルの重合体
製のもの）

4.4% 即時撤廃

391732090 その他の管及びホース（継手なしのものに限るものとし、他の材料により
補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。）（その他のプラスチック
製のもの）

4.4% 即時撤廃

391733000 その他の管及びホース（継手付きのものに限るものとし、他の材料により
補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。）

3.9% 即時撤廃
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391739010 その他の管及びホース（塩化ビニル又は酢酸ビニルの重合体製のもの） 3.9% 即時撤廃

391739090 軟質の管及びホース（その他のプラスチック製のもの） 4.4% 即時撤廃

391740000 プラスチック製の管用継手 3.9% 即時撤廃

391810000 床用敷物（ロール状、タイル状のもの）並びに壁面被覆材及び天井被覆材
（幅が４５ｃｍ以上のロール状で紙以外の材料で裏張りしたもの）（塩化ビ
ニルの重合体製のもの）

3.1% 即時撤廃

391890000 床用敷物（ロール状又はタイル状のもの）並びに壁面被覆材及び天井被
覆材（幅が４５ｃｍ以上のロール状で紙以外の材料で裏張りしたもの）

4% 即時撤廃

391910010 プロピレンの重合体製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその
他のへん平な形状の物品（接着性を有するもの）（幅が２０ｃｍ以下でロー
ル状のもの）

2.8% 即時撤廃

391910020 塩化ビニルの重合体製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップそ
の他のへん平な形状の物品（接着性を有するもの）（幅が２０ｃｍ以下で
ロール状のもの）

2.8% 即時撤廃

391910090 その他のプラスチック製の重合体製の板、シート、フィルム、はく、テープ、
ストリップその他のへん平な形状の物品（接着性を有するもの）（幅が２０ｃ
ｍ以下でロール状のもの）

2.8% 即時撤廃

391990010 エチレンの重合体製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他
のへん平な形状の物品（接着性を有するもの）（その他のもの）

2.8% 即時撤廃

391990030 塩化ビニルの重合体製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップそ
の他のへん平な形状の物品（接着性を有するもの）（その他のもの）

2.8% 即時撤廃

391990050 ポリエステル製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへ
ん平な形状の物品（接着性を有するもの）（その他のもの）

2.8% 即時撤廃

391990090 その他の重合体製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他
のへん平な形状の物品（接着性を有するもの）（その他のもの）

2.8% 即時撤廃

392010000 エチレンの重合体製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡性の
もの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに
類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

4.8% 即時撤廃

392020000 プロピレンの重合体製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡性
のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれら
に類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

4.8% 即時撤廃

392030000 スチレンの重合体製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡性の
もの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに
類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

4.8% 即時撤廃

392043000 可塑剤を全重量の６％以上含む板、シート、フィルム、はく及びストリップ
（多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及
びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

3.9% 即時撤廃

392049000 その他の塩化ビニルの重合体製の板、シート、フィルム、はく及びストリッ
プ（多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの
及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

3.9% 即時撤廃
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392051000 ポリ（メタクリル酸メチル）製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多
泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこ
れらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

5.2% 即時撤廃

392059000 その他のアクリル重合体製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多
泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこ
れらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

4.8% 即時撤廃

392061000 ポリカーボネート製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡性のも
の並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類
する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

3.5% 即時撤廃

392062000 ポリ（エチレンテレフタレート）製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
（多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及
びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

4.8% 即時撤廃

392063000 その他の不飽和ポリエステル製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
（多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及
びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

4.8% 即時撤廃

392069000 その他のポリエステル製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡
性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれ
らに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

3.5% 即時撤廃

392071000 再生セルロース製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡性のも
の並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類
する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

3.9% 即時撤廃

392073000 酢酸セルロース製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡性のも
の並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類
する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

3.9% 即時撤廃

392079010 バルカナイズドファイバー製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多
泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこ
れらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

3.9% 即時撤廃

392079090 その他のセルロース誘導体製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
（多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及
びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

3.1% 即時撤廃

392091000 ポリ（ビニルブチラール）製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡
性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれ
らに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

3.9% 即時撤廃

392092000 ポリアミド製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡性のもの並び
に補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方
法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

4.8% 即時撤廃

392093000 アミノ樹脂製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡性のもの並び
に補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方
法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

4.8% 即時撤廃

392094000 フェノール製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡性のもの並び
に補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方
法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

4.8% 即時撤廃

392099020 ふっ素樹脂製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡性のもの並
びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する
方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

3.7% 即時撤廃
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392099090 その他のプラスチック製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡性
のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれら
に類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。）

3.7% 即時撤廃

392111000 スチレンの重合体製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡性の
もの）

4.8% 即時撤廃

392112000 塩化ビニルの重合体製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリッ
プ（多泡性のもの）

3.9% 即時撤廃

392113000 ポリウレタン製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多泡性
のもの）

4.8% 即時撤廃

392114000 再生セルロース製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（多
泡性のもの）

3.9% 即時撤廃

392119010 エチレンの重合体製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
（多泡性のもの）

4.5% 即時撤廃

392119090 その他のプラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリッ
プ（多泡性のもの）

4.5% 即時撤廃

392190010 エチレンの重合体製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
（補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方
法により他の材料を組み合わせたもの）

4.1% 即時撤廃

392190020 プロピレンの重合体製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
（補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方
法により他の材料を組み合わせたもの）

4.1% 即時撤廃

392190030 塩化ビニルの重合体製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリッ
プ（補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する
方法により他の材料を組み合わせたもの）

4.1% 即時撤廃

392190040 ふっ素樹脂製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（補強
し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法によ
り他の材料を組み合わせたもの）

4.1% 即時撤廃

392190060 ポリエステル製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（補強
し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法によ
り他の材料を組み合わせたもの）

4.1% 即時撤廃

392190090 その他の重合体製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ（補
強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法に
より他の材料を組み合わせたもの）

4.1% 即時撤廃

392210000 プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し及び洗面台 4.8% 即時撤廃

392220000 プラスチック製の便座及び便器用の覆い 4.8% 即時撤廃

392290000 プラスチック製のビデ、便器、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用
品

4.8% 即時撤廃

392310000 プラスチック製の箱、ケース、クレートとその他これらに類する製品（運搬
用又は包装用のもの）

3.9% 即時撤廃

392321000 エチレンの重合体製の袋（円すい状のものを含む。）（運搬用又は包装用
のもの）

3.9% 即時撤廃

392329000 その他のプラスチック製の袋（円すい状のものを含む。）（運搬用又は包装
用のもの）

3.9% 即時撤廃
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392330000 プラスチック製の瓶、フラスコその他これらに類する製品（運搬用又は包装
用のもの）

3.9% 即時撤廃

392340000 プラスチック製のスプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物
（運搬用又は包装用のもの）

3.3% 即時撤廃

392350000 プラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品（運搬用又
は包装用のもの）

3.9% 即時撤廃

392390000 プラスチック製のその他の製品（運搬用又は包装用のもの） 3.9% 即時撤廃

392410000 プラスチック製の食卓用品及び台所用品 3.9% 即時撤廃

392490000 プラスチック製のその他の家庭用品及び化粧用品 3.9% 即時撤廃

392510000 プラスチック製の貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する容器（容積が
３００ｌを超えるもの）

3.9% 即時撤廃

392520000 プラスチック製の戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居 3.9% 即時撤廃

392530000 プラスチック製のよろい戸、日よけ（ベネシャンブラインドを含む。）その他こ
れらに類する製品及びこれらの部分品

4.8% 即時撤廃

392590000 プラスチック製のその他の建築用品 3.9% 即時撤廃

392610000 プラスチック製の事務用品及び学用品 4.8% 即時撤廃

392620000 プラスチック製の衣類及び衣類附属品（手袋、ミトン及びミットを含む。） 4.8% 即時撤廃

392630000 プラスチック製の家具用又は車体用の取付具その他これに類する取付具 3.9% 即時撤廃

392640000 プラスチック製の小像その他の装飾品 4.8% 即時撤廃

392690010 プラスチック製の自動車用のシャシばね及びそのばね板 0 即時撤廃

392690021 ストリップを織ったもの（両面をすべてプラスチックで塗布し、又は被覆した
ものに限る。）

3.9% 即時撤廃

392690029 その他のプラスチック製品及び第３９．０１項から第３９．１４項までの材料
（プラスチックを除く。）から成る製品（その他のもの）

3.9% 即時撤廃

400110000 天然ゴムのラテックス（プリバルカナイズしてあるかないかを問わない） 0 即時撤廃

400121000 天然ゴムのスモークドシート 0 即時撤廃

400122000 技術的格付けをした天然ゴム（ＴＳＮＲ） 0 即時撤廃

400129000 その他の天然ゴム（ラテックスを除く。）（一次製品、板、シート、ストリップ状
のもの）

0 即時撤廃

400130000 バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム
（一次製品、板、シート、ストリップ状のもの）

0 即時撤廃

400211000 スチレン－ブタジエンゴム（ＳＢＲ）及びカルボキシル化スチレン－ブタジエ
ンゴム（ＸＳＢＲ）（ラテックスのもの）

0 即時撤廃

400219000 スチレン－ブタジエンゴム（ＳＢＲ）及びカルボキシル化スチレン－ブタジエ
ンゴム（ＸＳＢＲ）（一次製品（ラテックスを除く。）、板、シート又はストリップ
状のもの）

0 即時撤廃
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400220000 ブタジエンゴム（ＢＲ）（一次製品、板、シート又はストリップ状のもの） 0 即時撤廃

400231000 イソブテン－イソプレンゴム（ブチルゴム又はＩＩＲ）（一次製品、板、シート又
はストリップ状のもの）

0 即時撤廃

400239000 ハローイソブテン－イソプレンゴム（ＣＩＩＲ及びＢＩＩＲ）（一次製品、板、シート
又はストリップ状のもの）

0 即時撤廃

400241000 クロロプレンゴム（クロロブタジエンゴム又はＣＲ）（ラテックスのもの） 0 即時撤廃

400249000 クロロプレンゴム（クロロブタジエンゴム又はＣＲ）（一次製品（ラテックスを
除く。）、板、シート又はストリップ状のもの）

0 即時撤廃

400251000 アクリロニトリル－ブタジエンゴム（ＮＢＲ）（ラテックスのもの） 0 即時撤廃

400259000 アクリロニトリル－ブタジエンゴム（ＮＢＲ）（一次製品（ラテックスを除く。）、
板、シート又はストリップ状のもの）

0 即時撤廃

400260000 イソプレンゴム（ＩＲ）（一次製品、板、シート又はストリップ状のもの） 0 即時撤廃

400270000 エチレン－プロピレン－非共役ジエンゴム（ＥＰＤＭ）（一次製品、板、シート
又はストリップ状のもの）

0 即時撤廃

400280000 第４０．０１項の物品とこの項の物品との混合物 0 即時撤廃

400291000 その他の合成ゴム及び油から製造したファクチス（ラテックスのもの） 0 即時撤廃

400299000 その他の合成ゴム及び油から製造したファクチス（一次製品（ラテックスを
除く。）、板、シート又はストリップ状のもの）

0 即時撤廃

400300000 再生ゴム（一次製品、板、シート又はストリップ状のもの） 0 即時撤廃

400400000 ゴム（硬質ゴムを除く。）のくず並びにこれから得た粉及び粒 0 即時撤廃

400510000 カーボンブラック又はシリカを配合したもの（加硫してないもので、一次製
品、板、シート又はストリップ状のもの）

0 即時撤廃

400520010 ディスパーション（第４００５．１０号のものを除く。）及び溶液（天然ゴムのも
の）

0 即時撤廃

400520090 ディスパーション（第４００５．１０号のものを除く。）及び溶液（その他のも
の）

0 即時撤廃

400591000 その他の配合ゴム（加硫してないもので、板、シート及びストリップ状のも
の）

0 即時撤廃

400599010 その他の配合ゴム（加硫してない一次製品のもの）（天然ゴムのもの） 0 即時撤廃

400599090 その他の配合ゴム（加硫してない一次製品のもの）（天然ゴムを除く。） 0 即時撤廃

400610000 ゴムタイヤ更生用のキャメルバックストリップ 0 即時撤廃

400690000 加硫してないゴムで、棒、管及び形材並びに円盤、リング等の製品（ゴムタ
イヤ更生用のキャメルバックストリップを除く。）

0 即時撤廃

400700000 糸及びひも（加硫したゴムのもの） 0 即時撤廃

400811000 セルラーラバーの板、シート及びストリップ（加硫したもの） 0 即時撤廃

400819000 セルラーラバーの棒及び形材（加硫したもの） 0 即時撤廃

400821000 板、シート及びストリップ（セルラーラバー以外のもの）（加硫したもの） 0 即時撤廃
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400829000 棒及び形材（セルラーラバー以外のもの）（加硫したもの） 0 即時撤廃

400911000 継手なしのもの（他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合
わせてないもの）

2.3% 即時撤廃

400912100 自動車に使用する種類のもの（継手付きのもの）（他の材料により補強して
ないもの及び他の材料と組み合わせてないもの）

0 即時撤廃

400912200 他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの
（継手付きのその他のもの）

0 即時撤廃

400921000 継手なしのもの（金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたも
の）

2.5% 即時撤廃

400922100 自動車に使用する種類のもの（継手付きのもの）（金属のみにより補強し
又は金属のみと組み合わせたもの）

0 即時撤廃

400922200 金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの（継手付きのそ
の他のもの）

0 即時撤廃

400931100 自動車に使用する種類のもの（継手なしのもの）（紡織用繊維のみにより
補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの）

0 即時撤廃

400931200 紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの
（継手なしのその他のもの）

2.5% 即時撤廃

400932100 自動車に使用する種類のもの（紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用
繊維のみと組み合わせたもの）（継手付きのもの）

0 即時撤廃

400932200 紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの
（継手付きのその他のもの）

0 即時撤廃

400941100 自動車に使用する種類のもの（継手なしのもの）（他の材料により補強し又
は他の材料と組み合わせたもの）

0 即時撤廃

400941200 他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの（継手なしのその
他のもの）

2.5% 即時撤廃

400942100 自動車に使用する種類のもの（継手付きのもの）（他の材料により補強し
又は他の材料と組み合わせたもの）

0 即時撤廃

400942200 他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの（継手付きのそ
の他のもの）

0 即時撤廃

401011000 コンベヤ用のベルト及びベルチング（金属のみにより補強したもの）（加硫
したゴム製のもの）

1.9% 即時撤廃

401012000 コンベア用のベルト及びベルチング（紡織用繊維のみにより補強したもの）
（加硫したゴム製のもの）

1.9% 即時撤廃

401019000 コンベヤ用のベルト及びベルチング（その他のもの）（加硫したゴム製のも
の）

1.9% 即時撤廃

401031000 エンドレス状の伝動用のベルト（横断面が台形のもの（Ｖベルト）のうちＶ－
リブ型で、円の外周が６０センチメートルを超え１８０センチメートル以下の
ものに限る。）（加硫したゴム製のもの）

0 即時撤廃

401032000 エンドレス状の伝動用のベルト（横断面が台形のもの（Ｖベルト）のうちＶ－
リブ型以外のもので、円の外周が６０センチメートルを超え１８０センチメー
トル以下のものに限る。）（加硫したゴム製のもの）

0 即時撤廃
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401033000 エンドレス状の伝動用のベルト（横断面が台形のもの（Ｖベルト）のうちＶ－
リブ型で、円の外周が１８０センチメートルを超え２４０センチメートル以下
のものに限る。）（加硫したゴム製のもの）

0 即時撤廃

401034000 エンドレス状の伝動用のベルト（横断面が台形のもの（Ｖベルト）のうちＶ－
リブ型以外のもので、円の外周が１８０センチメートルを超え２４０センチ
メートル以下のものに限る。）（加硫したゴム製のもの）

0 即時撤廃

401035000 エンドレス状の同期ベルト（円の外周が６０センチメートルを超え１５０セン
チメートル以下のものに限る。）（加硫したゴム製のもの）

0 即時撤廃

401036000 エンドレス状の同期ベルト（円の外周が１５０センチメートルを超え１９８セ
ンチメートル以下のものに限る。）（加硫したゴム製のもの）

0 即時撤廃

401039000 その他の伝動用のベルト及びベルチング（加硫したゴム製のもの） 0 即時撤廃

401110010 ゴム製の空気タイヤ（新品のもの）（乗用自動車（ステーションワゴン及び
レーシングカーを含む。）に使用する種類のもの）（公称の幅が１０１．６ｍ
ｍを超えるもの）

0 即時撤廃

401110090 ゴム製の空気タイヤ（新品のもの）（乗用自動車（ステーションワゴン、レー
シングカーを含む。）に使用するもの）（公称の幅が１０１．６ｍｍ以下のも
の）

0 即時撤廃

401120000 ゴム製の空気タイヤ（新品のもの）（バス又は貨物自動車に使用する種類
のもの）

0 即時撤廃

401130000 ゴム製の空気タイヤ（新品のもの）（航空機に使用する種類のもの） 0 即時撤廃

401140010 ゴム製の空気タイヤ（新品のもの）（モーターサイクルに使用する種類のも
の）（公称の幅が１０１．６ｍｍを超えるもの）

0 即時撤廃

401140090 ゴム製の空気タイヤ（新品のもの）（モーターサイクルに使用する種類のも
の）（公称の幅が１０１．６ｍｍ以下のもの）

0 即時撤廃

401150000 ゴム製の空気タイヤ（新品のもの）（自転車に使用する種類のもの） 0 即時撤廃

401170010 ゴム製の空気タイヤ（新品のもの）（農業用又は林業用の車両及び機械に
使用する種類のもの）（自動車に使用する種類のもの（公称の幅が１０１．
６ミリメートルを超えるものに限る。））

0 即時撤廃

401170090 ゴム製の空気タイヤ（新品のもの）（農業用又は林業用の車両及び機械に
使用する種類のもの）（自動車に使用する種類のもの（公称の幅が１０１．
６ミリメートル以下のもの。））

0 即時撤廃

401180010 ゴム製の空気タイヤ（新品のもの）（建設用、鉱業用又は産業用の車両及
び機械に使用する種類のもの）（自動車に使用する種類のもの（公称の幅
が１０１．６ミリメートルを超えるものに限る。））

0 即時撤廃

401180090 ゴム製の空気タイヤ（新品のもの）（建設用、鉱業用又は産業用の車両及
び機械に使用する種類のもの）（自動車に使用する種類のもの（公称の幅
が１０１．６ミリメートル以下のもの。））

0 即時撤廃

401190010 ゴム製の空気タイヤ（新品のもの）（その他のもの）（自動車に使用する種
類のもの（公称の幅が１０１．６ミリメートルを超えるものに限る。））

0 即時撤廃

401190090 ゴム製の空気タイヤ（新品のもの）（その他のもの）（自動車に使用する種
類のもの（公称の幅が１０１．６ミリメートル以下のもの。））

0 即時撤廃
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401211000 更生タイヤ　（乗用自動車（ステーションワゴン及びレーシングカーを含
む。）に使用する種類のもの）

0 即時撤廃

401212000 更生タイヤ　（バス又は貨物自動車に使用する種類のもの） 0 即時撤廃

401213000 更生タイヤ　（航空機に使用する種類のもの） 0 即時撤廃

401219000 更生タイヤ　（その他のもの） 0 即時撤廃

401220000 中古空気タイヤ 0 即時撤廃

401290010 ゴム製のソリッドタイヤ及びクッションタイヤ（自動車に使用する種類のもの
で、公称の幅が１０１．６ｍｍを超えるもの）並びにタイヤフラップ（公称の
幅が１０１．６ｍｍを超える自動車に使用する種類のタイヤのもの）

0 即時撤廃

401290020 ゴム製のソリッドタイヤ及びクッションタイヤ並びにタイヤフラップ（その他
のもの）

0 即時撤廃

401310000 ゴム製のインナーチューブ（乗用自動車（ステーションワゴン及びレーシン
グカーを含む。）、バス又は貨物自動車に使用する種類のもの）

0 即時撤廃

401320000 ゴム製のインナーチューブ（自転車に使用する種類のもの） 0 即時撤廃

401390000 ゴム製のインナーチューブ（その他のもの） 0 即時撤廃

401410000 コンドーム（加硫したゴム製のもの） 0 即時撤廃

401490000 その他の衛生用又は医療用の製品（乳首を含み、加硫したゴム（硬質ゴム
を除く。）製のもの）

0 即時撤廃

401511000 手袋、ミトン及びミット　（外科用のもの）（加硫したゴム製のもの） 0 即時撤廃

401519000 手袋、ミトン及びミット　（加硫したゴム製のもので、その他の用途のもの） 0 即時撤廃

401590000 衣類及び衣類附属品（手袋、ミトン及びミットを除く。）（加硫したゴム製のも
の）

0 即時撤廃

401610000 セルラーラバー製のその他の製品（加硫したもの） 0 即時撤廃

401691010 床用敷物及びマット（加硫したゴム製のもの）（自動車に使用する種類のも
の）

0 即時撤廃

401691020 床用敷物及びマット（加硫したゴム製のもの）（その他の用途のもの） 0 即時撤廃

401692000 消しゴム 0 即時撤廃

401693000 ガスケット、ワッシャーその他のシール（加硫したゴム製のもの） 0 即時撤廃

401694000 防舷材（加硫したゴム製のもの） 0 即時撤廃

401695000 その他の製品（膨らませることができるもの）（加硫したゴム製のもの） 0 即時撤廃

401699010 その他のゴム製品（自動車に使用する種類の部分品及び附属品）（加硫し
たもの）

0 即時撤廃

401699020 その他のゴム製品（加硫したもの） 0 即時撤廃

401700000 硬質ゴム（例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。）及
びその製品

0 即時撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410120111 馬類の動物のもの　（なめし過程にないもの）（重量が１枚につき、単に乾
燥したものは８㎏以下、乾式塩蔵をしたものは１０㎏以下又は生鮮のもの
若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは１６㎏以下のも
のに限る。）

0 即時撤廃

410120112 その他の動物のもの　（なめし過程にないもの）（重量が１枚につき、単に
乾燥したものは８㎏以下、乾式塩蔵をしたものは１０㎏以下又は生鮮のも
の若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは１６㎏以下の
ものに限る。）

0 即時撤廃

410120113 クロムなめしのもの（なめし過程（前なめしを含む。）中のもののうちなめし
を終えてないもの）（重量が１枚につき、単に乾燥したものは８㎏以下、乾
式塩蔵をしたものは１０㎏以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の
保存に適する処理をしたものは１６㎏以下のものに限る。）

0 即時撤廃

410120211 関税割当制度による割当数量以内のもの（重量が１枚につき、単に乾燥し
たものは８㎏以下、乾式塩蔵をしたものは１０㎏以下又は生鮮のもの若しく
は湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは１６㎏以下のものに
限る。）

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410120212 その他のもの（重量が１枚につき、単に乾燥したものは８㎏以下、乾式塩
蔵をしたものは１０㎏以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存
に適する処理をしたものは１６㎏以下のものに限る。）

12% 2028年撤廃

410150111 馬類の動物のもの　（なめし過程にないもの）（全形の原皮（１６キログラム
を超えるものに限る。））

0 即時撤廃

410150112 その他の動物のもの　（なめし過程にないもの）（全形の原皮（１６キログラ
ムを超えるものに限る。））

0 即時撤廃

410150113 クロムなめしのもの（なめし過程（前なめしを含む。）中のもののうちなめし
を終えてないもの）（全形の原皮（１６キログラムを超えるものに限る。））

0 即時撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410150211 関税割当制度による割当数量以内のもの（全形の原皮（１６キログラムを
超えるものに限る。））

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410150212 その他のもの（全形の原皮（１６キログラムを超えるものに限る。）） 12% 2028年撤廃

410190110 その他の動物のもの　（なめし過程にないもの）（その他のもの（バット、ベ
ンズ及びベリーを含む。））

0 即時撤廃

410190113 クロムなめしのもの（なめし過程（前なめしを含む。）中のもののうちなめし
を終えてないもの）（その他のもの（バット、ベンズ及びベリーを含む。））

0 即時撤廃

410190211 関税割当制度による割当数量以内のもの（その他のもの（バット、ベンズ
及びベリーを含む。））

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410190212 その他のもの（その他のもの（バット、ベンズ及びベリーを含む。）） 12% 2028年撤廃

410210000 羊皮（脱毛してないもの） 0 即時撤廃

410221010 羊皮（脱毛し、酸漬けしたもの）（なめし過程にないもの） 0 即時撤廃

410221090 羊皮（脱毛し、酸漬けしたもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

410229010 羊皮（脱毛したもの）（酸漬けしたもの以外）（なめし過程にないもの） 0 即時撤廃

410229090 羊皮（脱毛したもの）（酸漬けしたもの以外）（その他のもの） 0 即時撤廃

410320011 わにの皮（爬虫類のもの）（なめし過程にないもの） 0 即時撤廃

410320019 わにの皮（爬虫類のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

410320021 とかげの皮（爬虫類のもの）（なめし過程にないもの） 0 即時撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410320029 とかげの皮（爬虫類のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

410320031 へびの皮（爬虫類のもの）（なめし過程にないもの） 0 即時撤廃

410320039 へびの皮（爬虫類のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

410320041 かめの皮（爬虫類のもの）（なめし過程にないもの） 0 即時撤廃

410320049 かめの皮（爬虫類のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

410320091 その他の皮（爬虫類のもの）（なめし過程にないもの） 0 即時撤廃

410320099 その他の皮（爬虫類のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

410330100 豚の皮（なめし過程にないもの） 0 即時撤廃

410330200 豚の皮（その他のもの） 6% 2026年撤廃

410390011 しかの皮（なめし過程にないもの） 0 即時撤廃

410390019 しかの皮（その他のもの） 0 即時撤廃

410390021 だちょうの皮（なめし過程にないもの） 0 即時撤廃

410390029 だちょうの皮（その他のもの） 0 即時撤廃

410390031 やぎの皮（なめし過程にないもの） 0 即時撤廃

410390039 やぎの皮（その他のもの） 0 即時撤廃

410390091 その他の皮（なめし過程にないもの） 0 即時撤廃

410390099 その他の皮（その他のもの） 0 即時撤廃

410411100 クロムなめしもの（フルグレーン（スプリットしてないものに限る。）及びグ
レーンスプリット）（湿潤状態（ウェットブルーを含む）のもの）（牛（水牛を含
む。）又は馬類の動物のなめした皮）

0 即時撤廃

410411211 関税割当制度による割当数量（第一種のもの）以内のもの（フルグレーン
（スプリットしてないものに限る。）及びグレーンスプリット）（湿潤状態
（ウェットブルーを含む）のもの）（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめ
した皮）

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410411212 関税割当制度による割当数量（第一種のもの）を超えるもの　（フルグレー
ン（スプリットしてないものに限る。）及びグレーンスプリット）（湿潤状態
（ウェットブルーを含む）のもの）（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめ
した皮）

12% 2028年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410419100 クロムなめしもの（フルグレーン及びグレーンスプリットを除く）（湿潤状態
（ウェットブルーを含む）のもの）（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめ
した皮）

0 即時撤廃

410419211 関税割当制度による割当数量（第一種のもの）以内のもの（フルグレーン
及びグレーンスプリットを除く）（湿潤状態（ウェットブルーを含む）のもの）
（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめした皮）

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410419212 関税割当制度による割当数量（第一種のもの）を超えるもの　（フルグレー
ン及びグレーンスプリットを除く）（湿潤状態（ウェットブルーを含む）のもの）
（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめした皮）

12% 2028年撤廃

410441110 クロムなめしもの　（なめしたもの（再なめしをしたものを含む）で、これを超
える加工をしてないもの）（乾燥状態（クラスト）のもの）（フルグレーン（スプ
リットしてないものに限る。）及びグレーンスプリット）（牛（水牛を含む。）又
は馬類の動物のなめした皮）

0 即時撤廃

410441121 関税割当制度による割当数量（第一種のもの）以内のもの　（なめしたもの
（再なめしをしたものを含む）で、これを超える加工をしてないもの）（乾燥
状態（クラスト）のもの）（フルグレーン（スプリットしてないものに限る）及び
グレーンスプリット）（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめした皮）

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410441122 関税割当制度による割当数量（第一種のもの）を超えるもの（なめしたもの
（再なめしをしたものを含む）で、これを超える加工をしてないもの）（乾燥
状態（クラスト）のもの）（フルグレーン（スプリットしてないものに限る）及び
グレーンスプリット）（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめした皮）

12% 2028年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410441211 関税割当制度による数量（以下この項及び第４１．０７項において「共通の
限度数量（第二種のもの）」という）以内のもの　（染着色したもの（全形の
牛の皮（表面積が１枚につき２．６平方メートル以下のもの）及び水牛の皮
並びにローラーレザーを除く）（乾燥状態（クラスト）のもの）（フルグレーン
（スプリットしてないものに限る。）及びグレーンスプリット）（牛（水牛を含
む。）又は馬類の動物のなめした皮）

13.3% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410441212 その他のもの（染着色したもの（全形の牛の皮（表面積が１枚につき２．６
平方メートル以下のもの）及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く）（乾
燥状態（クラスト）のもの）（フルグレーン（スプリットしてないものに限る）及
びグレーンスプリット）（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめした皮）

13.3% 2028年撤廃

410441213 染着色したもの（その他のもの）　（関税割当制度による割当数量（第二種
のもの）以内のもの）（乾燥状態（クラスト）のもの）（フルグレーン（スプリット
してないものに限る。）及びグレーンスプリット）

16% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410441219 染着色したもの（その他のもの）　（関税割当制度による割当数量（第二種
のもの）を超えるもの）　（乾燥状態（クラスト）のもの）（フルグレーン（スプ
リットしてないものに限る。）及びグレーンスプリット）（牛（水牛を含む。）又
は馬類の動物のなめした皮）

16% 2028年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410441221 染着色していないもの　（関税割当制度による割当数量（第一種のもの）以
内のもの）（乾燥状態（クラスト）のもの）（フルグレーン（スプリットしてないも
のに限る。）及びグレーンスプリット）（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の
なめした皮）

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410441222 染着色していないもの　（関税割当制度による割当数量（第一種のもの）を
超えるもの）（乾燥状態（クラスト）のもの）（フルグレーン（スプリットしてない
ものに限る。）及びグレーンスプリット）（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物
のなめした皮）

12% 2028年撤廃

410449110 クロムなめしもの　（なめしたもの（再なめしをしたものを含む）で、これを超
える加工をしてないもの）（乾燥状態（クラスト）のもの）（フルグレーン及び
グレーンスプリットを除く）（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめした
皮）

0 即時撤廃

410449121 関税割当制度による割当数量（第一種のもの）以内のもの　（なめしたもの
（再なめしをしたものを含む）で、これを超える加工をしてないもの）（乾燥
状態（クラスト）のもの）（フルグレーン及びグレーンスプリットを除く）（牛（水
牛を含む。）又は馬類の動物のなめした皮）

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410449122 関税割当制度による割当数量（第一種のもの）を超えるもの　（なめしたも
の（再なめしをしたものを含む）で、これを超える加工をしてないもの）（乾
燥状態（クラスト）のもの）（フルグレーン及びグレーンスプリットを除く）（牛
（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめした皮）

12% 2028年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410449211 染着色したもの　（関税割当制度による割当数量（第二種のもの）以内のも
の）（乾燥状態（クラスト）のもの）（フルグレーン及びグレーンスプリットを除
く）　（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめした皮）

16% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410449212 染着色したもの　（関税割当制度による割当数量（第二種のもの）を超える
もの）（乾燥状態（クラスト）のもの）（フルグレーン及びグレーンスプリットを
除く）（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめした皮）

16% 2028年撤廃

410449221 染着色していないもの　（関税割当制度による割当数量（第一種のもの）以
内のもの）（乾燥状態（クラスト）のもの）（フルグレーン及びグレーンスプ
リットを除く）（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめした皮）

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410449222 染着色していないもの　（関税割当制度による割当数量（第一種のもの）を
超えるもの）（乾燥状態（クラスト）のもの）（フルグレーン及びグレーンスプ
リットを除く）（牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめした皮）

12% 2028年撤廃

410510000 羊のなめした皮（湿潤状態（ウェットブルーを含む。）のもの） 0 即時撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410530111 羊のなめした皮（染着色したもの）（関税割当制度による割当数量以内の
もの）

16% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410530112 羊のなめした皮（染着色したもの　(その他のもの)） 16% 2028年撤廃

410530200 羊のなめした皮（染着色していないもの） 0 即時撤廃

410621000 やぎのなめした皮　　湿潤状態（ウェットブルーを含む。）のもの 0 即時撤廃

410622111 やぎのなめした皮　（染着色したもの）（関税割当制度による割当数量以内
のもの）（乾燥状態（クラスト）のもの）

16% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410622112 やぎのなめした皮　（染着色したもの）（関税割当制度による割当数量以内
のもの）（乾燥状態（クラスト）のもの）

16% 2028年撤廃

410622200 やぎのなめした皮　（染着色していないもの）（乾燥状態（クラスト）のもの） 0 即時撤廃

410631000 豚のなめした皮　　　湿潤状態（ウェットブルーを含む。）のもの 6% 2026年撤廃

410632100 豚のなめした皮　　（染着色したもの）（乾燥状態（クラスト）のもの） 8% 2026年撤廃

410632200 豚のなめした皮　　（染着色していないもの）（乾燥状態（クラスト）のもの） 6% 2026年撤廃

410640111 わにのなめした皮　　（植物性前なめしをしたもの） 0 即時撤廃

410640112 とかげのなめした皮　　（植物性前なめしをしたもの） 0 即時撤廃

410640114 その他の爬虫類のなめした皮（植物性前なめしをしたもの） 0 即時撤廃

410640211 わにのなめした皮　　（染着色したもの） 10% 2028年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410640212 とかげのなめした皮　（染着色したもの） 10% 2028年撤廃

410640214 その他の爬虫類のなめした皮　（染着色したもの） 6% 2028年撤廃

410640221 わにのなめした皮　（染着色していないもの） 0 即時撤廃

410640222 とかげのなめした皮　（染着色していないもの） 0 即時撤廃

410640224 その他の爬虫類のなめした皮　（染着色していないもの） 0 即時撤廃

410691010 だちょうのなめした皮　（湿潤状態（ウェットブルーを含む。）のもの） 0 即時撤廃

410691090 その他の動物のなめした皮　（湿潤状態（ウェットブルーを含む。）のもの） 0 即時撤廃

410692110 だちょうのなめした皮　（染着色したもの）（乾燥状態（クラスト）のもの） 6% 2026年撤廃

410692190 その他の動物のなめした皮　（染着色したもの）（乾燥状態（クラスト）のも
の）

6% 2028年撤廃

410692210 だちょうのなめした皮　（染着色していないもの）（乾燥状態（クラスト）のも
の）

0 即時撤廃

410692290 その他の動物のなめした皮　（染着色していないもの）（乾燥状態（クラス
ト）のもの）

0 即時撤廃

410711100 パーチメント仕上げをしたもの　（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類の動
物の革）（フルグレーン（スプリットしてないものに限る））

6% 2028年撤廃

410711211 染着色し又は模様付けしたもの　（染着色したもの（牛革（表面積が１枚に
つき２．６平方メートル以下のもの）及び水牛革並びにローラーレザーを除
く）（関税割当制度による割当数量（第二種のもの）以内のもの）（全形の牛
（水牛を含む。）又は馬類の動物の革）（フルグレーン（スプリットしてないも
のに限る））

13.3% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410711212 染着色し又は模様付けしたもの　（染着色したもの（牛革（表面積が１枚に
つき２．６平方メートル以下のもの）及び水牛革並びにローラーレザーを除
く）（関税割当制度による割当数量（第二種のもの）を超えるもの）（全形の
牛（水又牛を含む。）は馬類の動物の革）（フルグレーン（スプリットしてない
ものに限る））

13.3% 2028年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410711213 染着色し又は模様付けしたもの（その他のもの）　（関税割当制度による割
当数量（第二種のもの）以内のもの）（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類
の動物の革）（フルグレーン（スプリットしてないものに限る））

16% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410711219 染着色し又は模様付けしたもの（その他のもの）　（関税割当制度による割
当数量（第二種のもの）を超えるもの）（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類
の動物の革）（フルグレーン（スプリットしてないものに限る））

16% 2028年撤廃

410711221 染着色し又は模様付けしていないもの　（関税割当制度による割当数量
（第一種のもの）以内のもの）（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物
の革）（フルグレーン（スプリットしてないものに限る））

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410711222 染着色し又は模様付けしていないもの　（関税割当制度による割当数量
（第一種のもの）を超えるもの）（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物
の革）（フルグレーン（スプリットしてないものに限る））

12% 2028年撤廃

410712100 パーチメント仕上げをしたもの　（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類の動
物の革）（グレーンスプリット）

6% 2028年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410712211 染着色し又は模様付けしたもの（染着色したもの（牛革（表面積が１枚につ
き２．６平方メートル以下のもの）及び水牛革並びにローラーレザーを除く）
（関税割当制度による割当数量（第二種のもの）以内のもの）（全形の牛
（水牛を含む。）又は馬類の動物の革）（グレーンスプリット）

13.3% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410712212 染着色し又は模様付けしたもの　（染着色したもの（牛革（表面積が１枚に
つき２．６平方メートル以下のもの）及び水牛革並びにローラーレザーを除
く）（関税割当制度による割当数量（第二種のもの）を超えるもの）（全形の
牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の革）（グレーンスプリット）

13.3% 2028年撤廃

410712213 染着色し又は模様付けしたもの（その他のもの）　（関税割当制度による割
当数量（第二種のもの）以内のもの）（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類
の動物の革）（グレーンスプリット）

16% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410712219 染着色し又は模様付けしたもの（その他のもの）　（関税割当制度による割
当数量（第二種のもの）を超えるもの）（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類
の動物の革）（グレーンスプリット）

16% 2028年撤廃

410712221 染着色し又は模様付けしていないもの　（関税割当制度による割当数量
（第一種のもの）以内のもの）（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物
の革）（グレーンスプリット）

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410712222 染着色し又は模様付けしていないもの　（関税割当制度による割当数量
（第一種のもの）を超えるもの）（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物
の革）（グレーンスプリット）

12% 2028年撤廃

410719100 パーチメント仕上げをしたもの　（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類の動
物の革）（フルグレーン及びグレーンスプリットを除く）

6% 2028年撤廃

410719211 染着色し又は模様付けしたもの　（関税割当制度による割当数量（第二種
のもの）以内のもの）（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の革）（フ
ルグレーン及びグレーンスプリットを除く）

16% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410719212 染着色し又は模様付けしたもの　（関税割当制度による割当数量（第二種
のもの）を超えるもの）（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の革）
（フルグレーン及びグレーンスプリットを除く）

16% 2028年撤廃

410719221 染着色し又は模様付けしていないもの　（関税割当制度による割当数量
（第一種のもの）以内のもの）（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物
の革）（フルグレーン及びグレーンスプリットを除く）

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410719222 染着色し又は模様付けしていないもの　（関税割当制度による割当数量
（第一種のもの）を超えるもの）（全形の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物
の革）（フルグレーン及びグレーンスプリットを除く）

12% 2028年撤廃

410791100 パーチメント仕上げをしたもの　（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の
動物の革（サイドを含む））（フルグレーン（スプリットしてないものに限る））

6% 2028年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410791211 染着色し又は模様付けしたもの（染着色したもの（水牛革及びローラーレ
ザーを除く）　（関税割当制度による割当数量（第二種のもの）以内のもの）
（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の革（サイドを含む））（フル
グレーン（スプリットしてないものに限る））

13.3% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410791212 染着色し又は模様付けしたもの（染着色したもの（水牛革及びローラーレ
ザーを除く）　（関税割当制度による割当数量（第二種のもの）を超えるも
の）（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の革（サイドを含む））（フ
ルグレーン（スプリットしてないものに限る））

13.3% 2028年撤廃

410791213 染着色し又は模様付けしたもの（その他のもの）　（関税割当制度による割
当数量（第二種のもの）以内のもの）（その他の牛（水牛を含む。）又は馬
類の動物の革（サイドを含む））（フルグレーン（スプリットしてないものに限
る））

16% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410791219 染着色し又は模様付けしたもの（その他のもの）　（関税割当制度による割
当数量（第二種のもの）を超えるもの）（その他の牛（水牛を含む。）又は馬
類の動物の革（サイドを含む））（フルグレーン（スプリットしてないものに限
る））

16% 2028年撤廃

410791221 染着色し又は模様付けしていないもの　（関税割当制度による割当数量
（第一種のもの）以内のもの）（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の動
物の革（サイドを含む））（フルグレーン（スプリットしてないものに限る））

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410791222 染着色し又は模様付けしていないもの　（関税割当制度による割当数量
（第一種のもの）を超えるもの）（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の動
物の革（サイドを含む））（フルグレーン（スプリットしてないものに限る））

12% 2028年撤廃

410792100 パーチメント仕上げをしたもの　（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の
動物の革（サイドを含む））（グレーンスプリット）

6% 2028年撤廃

410792211 染着色し又は模様付けしたもの　（染着色したもの（水牛革及びローラーレ
ザーを除く）（関税割当制度による割当数量（第二種のもの）以内のもの）
（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の革（サイドを含む））（グ
レーンスプリット）

13.3% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410792212 染着色し又は模様付けしたもの　（染着色したもの（水牛革及びローラーレ
ザーを除く）（関税割当制度による割当数量（第二種のもの）を超えるもの）
（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の革（サイドを含む））（グ
レーンスプリット）

13.3% 2028年撤廃

410792213 染着色し又は模様付けしたもの（その他のもの）　（関税割当制度による割
当数量（第二種のもの）以内のもの）（その他の牛（水牛を含む。）又は馬
類の動物の革（サイドを含む））（グレーンスプリット）

16% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410792219 染着色し又は模様付けしたもの（その他のもの）　（関税割当制度による割
当数量（第二種のもの）を超えるもの）（その他の牛（水牛を含む。）又は馬
類の動物の革（サイドを含む））（グレーンスプリット）

16% 2028年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

410792221 染着色し又は模様付けしていないもの　（関税割当制度による割当数量
（第一種のもの）以内のもの）（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の動
物の革（サイドを含む））（グレーンスプリット）

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410792222 染着色し又は模様付けしていないもの　（関税割当制度による割当数量
（第一種のもの）を超えるもの）（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の動
物の革（サイドを含む））（グレーンスプリット）

12% 2028年撤廃

410799100 パーチメント仕上げをしたもの　（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の
動物の革（サイドを含む））（フルグレーン及びグレーンスプリットを除く）

6% 2028年撤廃

410799211 染着色し又は模様付けしたもの　（関税割当制度による割当数量（第二種
のもの）以内のもの）（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の革
（サイドを含む））（フルグレーン及びグレーンスプリットを除く）

16% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410799212 染着色し又は模様付けしたもの　（関税割当制度による割当数量（第二種
のもの）を超えるもの）（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の革
（サイドを含む））（フルグレーン及びグレーンスプリットを除く）

16% 2028年撤廃
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410799221 染着色し又は模様付けしていないもの　（関税割当制度による割当数量
（第一種のもの）以内のもの）（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の動
物の革（サイドを含む））（フルグレーン及びグレーンスプリットを除く）

12% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

410799222 染着色し又は模様付けしていないもの　（関税割当制度による割当数量
（第一種のもの）を超えるもの）（その他の牛（水牛を含む。）又は馬類の動
物の革（サイドを含む））（フルグレーン及びグレーンスプリットを除く）

12% 2028年撤廃

411200100 羊革（パーチメント仕上げをしたもの） 6% 2028年撤廃

411200211 羊革（染着色し又は模様付けしたもの）（関税割当制度による割当数量以
内のもの）

16% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

411200212 羊革（染着色し又は模様付けしたもの）（関税割当制度による割当数量を
超えるもの）

16% 2028年撤廃

411200220 羊革（染着色し又は模様付けしていないもの） 0 即時撤廃

411310100 やぎの革　（パーチメント仕上げをしたもの） 6% 2028年撤廃
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411310211 やぎの革　（染着色し又は模様付けしたもの）（関税割当制度による割当数
量以内のもの）

16% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

411310212 やぎの革　（染着色し又は模様付けしたもの）（関税割当制度による割当数
量を超えるもの）

16% 2028年撤廃

411310220 やぎの革　（染着色し又は模様付けしていないもの） 0 即時撤廃

411320100 豚の革　（パーチメント仕上げをしたもの） 6% 2026年撤廃

411320210 豚の革　（染着色し又は模様付けしたもの） 8% 2028年撤廃

411320220 豚の革　（染着色し又は模様付けしていないもの） 6% 2028年撤廃

411330100 爬虫類の革　（パーチメント仕上げをしたもの） 6% 2028年撤廃

411330211 わに革　（染着色し又は模様付けしたもの） 10% 2028年撤廃

411330212 とかげ革　（染着色し又は模様付けしたもの） 10% 2028年撤廃

411330213 わに革　（染着色し又は模様付けしていないもの） 0 即時撤廃

411330219 とかげ革　（染着色し又は模様付けしていないもの） 0 即時撤廃

411330221 かめ革　（染着色し又は模様付けしたもの） 6% 2026年撤廃

411330222 その他の爬虫類の革　（染着色し又は模様付けしたもの） 6% 2028年撤廃

411330223 かめ革　（染着色し又は模様付けしていないもの） 0 即時撤廃

411330229 その他の爬虫類の革　（染着色し又は模様付けしていないもの） 0 即時撤廃

411390100 その他の動物の革　（パーチメント仕上げをしたもの） 6% 2026年撤廃

411390211 その他の動物の革（だちょう革）　（染着色し又は模様付けしたもの） 6% 2028年撤廃

411390212 その他の動物の革　（染着色し又は模様付けしたもの） 6% 2028年撤廃

411390221 その他の動物の革（だちょう革）　（染着色し又は模様付けしていないもの） 0 即時撤廃

411390222 その他の動物の革　（染着色し又は模様付けしていないもの） 0 即時撤廃

411410000 シャモア革（コンビネーションシャモア革を含む。） 25% 2033年撤廃

411420010 メタライズドレザー 20% 2033年撤廃
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411420090 パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー 28% 2033年撤廃

411510000 コンポジションレザー（革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、
シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問
わない。）

6% 2028年撤廃

411520000 革又はコンポジションレザーのくず（革製品の製造に適しないものに限
る。）及び革の粉

3% 2026年撤廃

420100000 動物用装着具（引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用の
コートその他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。）

5.3% 2028年撤廃

420211100 携帯用化粧道具入れ（貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、
半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもののうち、課税価
格が１個につき６，０００円を超えるもの）（外面が革製、コンポジションレ
ザー製又はパテントレザー製のもの）

16% 2028年撤廃

420211200 トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書
類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器（外面が革製、コンポ
ジションレザー製又はパテントレザー製のもの）（その他のもの）

10% 2028年撤廃

420212100 携帯用化粧道具入れ（貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、
半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもののうち、課税価
格が１個につき６，０００円を超えるもの）（外面がプラスチック製又は紡織
用繊維製のもの）

16% 2028年撤廃

420212210 トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書
類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器（外面がプラスチック
シート製又は紡織用繊維製のもの）（その他のもの）

8% 2028年撤廃

420212220 トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書
類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器（外面がその他のプ
ラスチック製のもの）（その他のもの）

4.6% 2028年撤廃

420219000 トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書
類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器（外面がその他の材
料製のもの）

4.1% 2028年撤廃

420221110 ハンドバッグ（取手が付いていないものを含む。）（貴金属、これを張り若し
くはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使
用したもののうち、課税価格が１個につき６，０００円を超えるもの）（外面
が革製又はパテントレザー製のもの）

14% 2028年撤廃

420221120 ハンドバッグ（取手が付いていないものを含む。）（貴金属、これを張り若し
くはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使
用したもののうち、課税価格が１個につき６，０００円を超えるもの）（外面
がコンポジションレザー製のもの）

16% 2028年撤廃

420221210 ハンドバッグ（取手が付いていないものを含む。）（外面が革製又はパテン
トレザー製のもの）（その他のもの）

8% 2028年撤廃

420221220 ハンドバッグ（取手が付いていないものを含む。）（外面がコンポジションレ
ザー製のもの）（その他のもの）

10% 2028年撤廃

420222100 ハンドバッグ（取手が付いていないものを含む。）（貴金属、これを張り若し
くはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使
用したもののうち、課税価格が１個につき６，０００円を超えるもの）（外面
がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの）

16% 2028年撤廃

420222200 ハンドバッグ（取手が付いていないものを含む。）（外面がプラスチックシー
ト製又は紡織用繊維製のもの）（その他のもの）

8% 2028年撤廃
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420229000 ハンドバッグ（取手が付いていないものを含む。）（外面がその他の材料製
のもの）

8% 2028年撤廃

420231100 財布（貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さ
んご、ぞうげ又はべっこうを使用したもののうち、課税価格が１個につき６，
０００円を超えるものに限る。）（外面が革製、コンポジションレザー製又は
パテントレザー製のもの）

16% 2028年撤廃

420231200 ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品（外面が革製、コンポ
ジション製又はパテントレザー製のもの）（その他のもの）

10% 2028年撤廃

420232100 財布（貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さ
んご、ぞうげ又はべっこうを使用したもののうち、課税価格が１個につき６，
０００円を超えるものに限る。）（外面がプラスチックシート製又は紡織用繊
維製のもの）

16% 2028年撤廃

420232200 ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品（外面がプラスチック
シート製又は紡織用繊維製のもの）（その他のもの）

8% 2028年撤廃

420239000 ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品（外面がその他の材
料製のもの）（その他のもの）

4.1% 2028年撤廃

420291000 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュック
サック、買物袋、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋その
他これらに類する容器（外面が革製、コンポジションレザー製又はパテント
レザー製のもの）

10% 2028年撤廃

420292000 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュック
サック、買物袋、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋その
他これらに類する容器（外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製の
もの）

8% 2028年撤廃

420299010 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュック
サック、買物袋、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋その
他これらに類する容器（アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠
光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの）

3.4% 2028年撤廃

420299020 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュック
サック、買物袋、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋その
他これらに類する容器（木製のもの）

2.7% 2028年撤廃

420299090 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュック
サック、買物袋、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋その
他これらに類する容器（その他のもの）

4.6% 2028年撤廃

420310100 衣類（革製又はコンポジションレザー製のもの）（毛皮をトリミングとして使
用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴
石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの）

16% 2028年撤廃

420310200 衣類（革製又はコンポジションレザー製のもの）（その他のもの） 10% 2028年撤廃

420321100 手袋、ミトン及びミット（革製又はコンポジションレザー製のもの）（運動用の
もの）（毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴
石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの）

16% 2028年撤廃

420321210 野球用の手袋、ミトン及びミット（革製又はコンポジションレザー製のもの）
（その他のもの）

12.5% 2033年撤廃
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420321290 手袋、ミトン及びミット（革製又はコンポジションレザー製のもの）（運動用の
もの）（その他のもの）

12.5% 2033年撤廃

420329110 手袋、ミトン及びミット（革製のものに限るものとし、運動用のものを除く。）
（毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、
半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの）

14% 2028年撤廃

420329190 手袋、ミトン及びミット（コンポジションレザー製のものに限るものとし、運動
用のものを除く。）（毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっき
した金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したも
の）

16% 2028年撤廃

420329200 手袋、ミトン及びミット（革製又はコンポジションレザー製のもの）（運動用の
ものを除く。）（その他のもの）

10% 2033年撤廃

420330100 ベルト及び負い革（革製又はコンポジションレザー製のもの）（毛皮をトリミ
ングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、
貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの）

16% 2028年撤廃

420330200 ベルト及び負い革（革製又はコンポジションレザー製のもの）（その他のも
の）

12.5% 2028年撤廃

420340100 その他の衣類附属品（革製又はコンポジションレザー製のもの）（毛皮をト
リミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金
属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの）

16% 2028年撤廃

420340200 その他の衣類附属品（革製又はコンポジションレザー製のもの）（その他の
もの）

10% 2028年撤廃

420500110 ベルト、ベルチング、コーミングレザー及びインターギルレザー（革製又は
コンポジションレザー製のもの）

18% 2028年撤廃

420500190 機械用その他の技術的用途に供する種類の革製品及びコンポジションレ
ザー製品（その他のもの）

3.3% 2028年撤廃

420500900 その他の革製品及びコンポジションレザー製品 10% 2028年撤廃

420600000 腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品（カットガットを除く。） 3.3% 2028年撤廃

430110000 ミンクの原毛皮（全形のもの） 3.5% 即時撤廃

430130000 子羊の原毛皮（アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊
その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチべット羊の
子羊のもの）（全形のもの）

0 即時撤廃

430160000 きつねの原毛皮（全形のもの） 0 即時撤廃

430180010 やぎ又はうさぎの原毛皮（全形のもの） 0 即時撤廃

430180090 その他の原毛皮（全形のもの） 0 即時撤廃

430190100 子羊又はやぎの原毛皮（頭部、尾部その他の切片で毛皮業者の使用に適
するもの）

0 即時撤廃

430190210 うさぎの原毛皮（頭部、尾部その他の切片で毛皮業者の使用に適するも
の）

0 即時撤廃

430190220 ミンクの原毛皮（頭部、尾部その他の切片で毛皮業者の使用に適するも
の）

3.5% 即時撤廃

430190300 原毛皮（頭部、尾部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの）（その
他のもの）

0 即時撤廃
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430211000 ミンクの毛皮（全形のもの）（組み合わせてないもの） 15% 2033年撤廃

430219011 羊、やぎ又はうさぎの毛皮（全形のもの）（組み合わせてないもの） 15% 2033年撤廃

430219020 きつねの毛皮（全形のもの）（組み合わせてないもの） 15% 2033年撤廃

430219090 毛皮（全形のもの）（組み合わせてないもの）（その他のもの） 15% 2033年撤廃

430220010 羊、やぎ又はうさぎの毛皮（頭部、尾部、足部その他の切片で組み合わせ
てないもの）

15% 2033年撤廃

430220090 毛皮（頭部、尾部、足部その他の切片で組み合わせてないもの）（その他
のもの）

15% 2033年撤廃

430230013 ミンクのドロップスキン 20% 2033年撤廃

430230014 羊、やぎ又はうさぎのドロップスキン 20% 2033年撤廃

430230019 ドロップスキン（その他のもの） 20% 2033年撤廃

430230024 羊、やぎ又はうさぎの毛皮（組み合わせたもの）（ドロップスキンを除く。） 15% 2033年撤廃

430230029 毛皮（組み合わせたもの）（ドロップスキンを除く。）（その他のもの） 15% 2033年撤廃

430310011 衣類（羊又はやぎの毛皮製のもの） 20% 2033年撤廃

430310012 衣類（うさぎの毛皮製のもの） 20% 2033年撤廃

430310013 衣類（ミンクの毛皮製のもの） 20% 2033年撤廃

430310014 衣類（きつねの毛皮製のもの） 20% 2033年撤廃

430310019 衣類（その他のもの） 20% 2033年撤廃

430310091 衣類附属品（羊、やぎ又はうさぎの毛皮製のもの） 20% 2033年撤廃

430310099 衣類附属品（毛皮製のもの）（その他のもの） 20% 2033年撤廃

430390010 毛皮製品（衣類及び衣類附属品を除く。）（羊、やぎ又はうさぎの毛皮製の
もの）

20% 2033年撤廃

430390090 毛皮製品（衣類及び衣類附属品を除く。）（その他のもの） 20% 2033年撤廃

430400000 人造毛皮及びその製品 5% 即時撤廃

450110000 天然コルク（粗のもの及び単に調製したもの） 0 即時撤廃

450190000 コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク 0 即時撤廃

450200000 天然コルク（鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形（正方形を含
む。）の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓の
ブランクで角が鋭いものを含む。）

0 即時撤廃

450310000 栓（天然コルク製のもの） 0 即時撤廃

450390000 天然コルクの製品（その他のもの） 0 即時撤廃

450410000 塊、板、シート、ストリップ、タイル（形状を問わない。）及び円柱（中空でな
いものに限るものとし、円盤を含む。）（凝集コルクのもの）

0 即時撤廃
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450490000 凝集コルク及びその製品（その他のもの） 0 即時撤廃

470100010 機械木材パルプ（さらしてないもの） 0 即時撤廃

470100090 機械木材パルプ（半さらしのもの及びさらしたもの） 0 即時撤廃

470200010 化学木材パルプ（溶解用のもの）（亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）） 0 即時撤廃

470200090 化学木材パルプ（溶解用のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

470311000 化学木材パルプ（ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ）（溶解用のものを除
く。）（さらしてないもの）（針葉樹のもの）

0 即時撤廃

470319000 化学木材パルプ（ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ）（溶解用のものを除
く。）（さらしてないもの）（針葉樹以外のもの）

0 即時撤廃

470321000 化学木材パルプ（ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ）（溶解用のものを除
く。）（半さらしのもの及びさらしたもの）（針葉樹のもの）

0 即時撤廃

470329000 化学木材パルプ（ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ）（溶解用のものを除
く。）（半さらしのもの及びさらしたもの）（針葉樹以外のもの）

0 即時撤廃

470411000 化学木材パルプ（亜硫酸パルプ）（溶解用のものを除く。）（さらしてないも
の）（針葉樹のもの）

0 即時撤廃

470419000 化学木材パルプ（亜硫酸パルプ）（溶解用のものを除く。）（さらしてないも
の）（針葉樹以外のもの）

0 即時撤廃

470421000 化学木材パルプ（亜硫酸パルプ）（溶解用のものを除く。）（半さらしのもの
及びさらしたもの）（針葉樹のもの）

0 即時撤廃

470429000 化学木材パルプ（亜硫酸パルプ）（溶解用のものを除く。）（半さらしのもの
及びさらしたもの）（針葉樹以外のもの）

0 即時撤廃

470500000 機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ 0 即時撤廃

470610000 コットンリンターパルプ 0 即時撤廃

470620000 古紙パルプ 0 即時撤廃

470630000 竹製のパルプ 0 即時撤廃

470691000 機械パルプ（その他の繊維素繊維を原料とするもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

470692000 化学パルプ（その他の繊維素繊維を原料とするもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

470693000 セミケミカルパルプ（その他の繊維素繊維を原料とするもの）（その他のも
の）

0 即時撤廃

470710010 古紙（段ボールのもの） 0 即時撤廃

470710090 古紙（さらしてないクラフト紙又はクラフト板紙）（その他のもの） 0 即時撤廃

470720000 古紙（その他の紙又は板紙）（主としてさらした化学パルプから製造したも
のに限るものとし、全体を着色したものを除く。）

0 即時撤廃

470730010 古紙（新聞のもの） 0 即時撤廃

470730090 古紙（主として機械パルプから製造した紙又は板紙）（その他のもの） 0 即時撤廃
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470790000 古紙（区分けしてない古紙を含む。）（その他のもの） 0 即時撤廃

480100011 新聞用紙（幅が１６１ｃｍを超えるロール状のもの） 0 即時撤廃

480100019 新聞用紙（幅が８０ｃｍを超え１６１ｃｍ以下のロール状のもの） 0 即時撤廃

480100090 新聞用紙（ロール状又はシート状のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

480210000 手すきの紙及び板紙 0 即時撤廃

480220000 写真感光紙、感熱紙又は感電子紙の原紙に使用する種類の紙及び板紙 0 即時撤廃

480240000 壁紙原紙 0 即時撤廃

480254000 重量が１平方メートルにつき４０グラム未満のもの（その他の紙及び板紙
（機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量
の１０％以下のもの）

0 即時撤廃

480255000 重量が１平方メートルにつき４０グラム以上１５０グラム以下のもの（ロール
状のものに限る）（その他の紙及び板紙（機械パルプとケミグランドパルプ
を合わせたものの含有量が全繊維重量の１０％以下のもの））

0 即時撤廃

480256000 重量が１平方メートルにつき４０グラム以上１５０グラム以下のもの（折り畳
んでない状態において１辺の長さが４３５ミリメートル以下で、その他の辺
の長さが２９７ミリメートル以下のシート状のものに限る）（その他の紙及び
板紙（機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維
重量の１０％以下のもの））

0 即時撤廃

480257000 その他のもの（重量が１平方メートルにつき４０グラム以上１５０グラム以下
のものに限る）（その他の紙及び板紙（機械パルプとケミグランドパルプを
合わせたものの含有量が全繊維重量の１０％以下のもの））

0 即時撤廃

480258000 重量が１平方メートルにつき１５０グラムを超えるもの（その他の紙及び板
紙（機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重
量の１０％以下のもの））

0 即時撤廃

480261100 ロール状のカーボン原紙（機械パルプとケミグランドパルプを合わせたもの
の含有量が全繊維重量の１０％を超えるもの）

0 即時撤廃

480261900 ロール状のもの（その他の紙及び板紙（機械パルプとケミグランドパルプを
合わせたものの含有量が全繊維重量の１０％を超えるもの））

0 即時撤廃

480262100 折り畳んでない状態において１辺の長さが４３５ミリメートル以下で、その他
の辺の長さが２９７ミリメートル以下のシート状のカーボン原紙（その他の
紙及び板紙（機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が
全繊維重量の１０％を超えるもの）

0 即時撤廃

480262900 折り畳んでない状態において１辺の長さが４３５ミリメートル以下で、その他
の辺の長さが２９７ミリメートル以下のシート状のカーボン原紙（その他の
紙及び板紙（機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が
全繊維重量の１０％を超えるもの）

0 即時撤廃

480269100 （その他の紙及び板紙（機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの
含有量が全繊維重量の１０％を超えるもの））（その他のもの）

0 即時撤廃

480269900 （その他の紙及び板紙（機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの
含有量が全繊維重量の１０％を超えるもの））（その他のもの）

0 即時撤廃
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480300000 トレイットペーパー、化粧用ティッシュ、紙タオル、紙ナプキンその他これら
に類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング
及びセルロース繊維のウェブ（ロール状又はシート状のもの）

0 即時撤廃

480411010 クラフトライナー（さらしてないもの）（重量が１ｍ２につき３００ｇ以下のも
の）

0 即時撤廃

480411020 クラフトライナー（さらしてないもの）（重量が１ｍ２につき３００ｇ超のもの） 0 即時撤廃

480419010 クラフトライナー（さらしたもの）（重量が１ｍ２につき３００ｇ以下のもの） 0 即時撤廃

480419020 クラフトライナー（さらしたもの）（重量が１ｍ２につき３００ｇ超のもの） 0 即時撤廃

480421000 重袋用クラフト紙（さらしてないもの） 0 即時撤廃

480429000 重袋用クラフト紙（さらしたもの） 0 即時撤廃

480431000 その他のクラフト紙及びクラフト板紙（重量が１ｍ２につき１５０ｇ以下のも
の）（さらしてないもの）

0 即時撤廃

480439000 その他のクラフト紙及びクラフト板紙（重量が１ｍ２につき１５０ｇ以下のも
の）（さらしたもの）

0 即時撤廃

480441000 その他のクラフト紙及びクラフト板紙（重量が１ｍ２につき１５０ｇを超え２２
５ｇ未満のもの）（さらしてないもの）

0 即時撤廃

480442000 その他のクラフト紙及びクラフト板紙（重量が１ｍ２につき１５０ｇを超え２２
５ｇ未満のもの）（全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が
全繊維重量の９５％を超えるもの）

0 即時撤廃

480449000 その他のクラフト紙及びクラフト板紙（重量が１ｍ２につき１５０ｇを超え２２
５ｇ未満のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

480451010 その他のクラフト紙及びクラフト板紙（重量が１ｍ２につき２２５ｇ以上３００ｇ
以下のもの）（さらしてないもの）

0 即時撤廃

480451020 その他のクラフト紙及びクラフト板紙（重量が１ｍ２につき３００ｇ超のもの）
（さらしてないもの）

0 即時撤廃

480452010 その他のクラフト紙及びクラフト板紙（重量が１ｍ２につき２２５ｇ以上３００ｇ
以下のもの）（全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全
繊維重量の９５％を超えるもの）

0 即時撤廃

480452020 その他のクラフト紙及びクラフト板紙（重量が１ｍ２につき３００ｇ超のもの）
（全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の９
５％を超えるもの）

0 即時撤廃

480459010 その他のクラフト紙及びクラフト板紙（重量が１ｍ２につき２２５ｇ以上３００ｇ
以下のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

480459020 その他のクラフト紙及びクラフト板紙（重量が１ｍ２につき３００ｇ超のもの）
（その他のもの）

0 即時撤廃

480511000 セミケミカルパルプ製の段ボール用中しん原紙 0 即時撤廃

480512000 わらパルプ製の段ボール用中しん原紙 0 即時撤廃

480519000 段ボール用中しん原紙（その他のもの） 0 即時撤廃
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480524000 重量が１平方メートルにつき１５０グラム以下のもの（テストライナー（再生
ライナーボード））

0 即時撤廃

480525000 重量が１平方メートルにつき１５０グラムを超えるもの（テストライナー（再生
ライナーボード））

0 即時撤廃

480530000 サルファイト包装紙 0 即時撤廃

480540010 フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード（重量が１平方メートル
につき１３０グラムを超えるもの（ロール状のものに限る））

0 即時撤廃

480540020 フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード（その他のもの） 0 即時撤廃

480550010 フェルトペーパー及びフェルトペーパーボード（重量が１平方メートルにつ
き１３０グラムを超えるもの（ロール状のものに限る））

0 即時撤廃

480550020 フェルトペーパー及びフェルトペーパーボード（その他のもの） 0 即時撤廃

480591000 重量が１平方メートルにつき１５０グラム以下のもの（その他のもの） 0 即時撤廃

480592000 重量が１平方メートルにつき１５０グラムを超え２２５グラム未満のもの（そ
の他のもの）

0 即時撤廃

480593000 重量が１平方メートルにつき２２５グラム以上のもの（その他のもの） 0 即時撤廃

480610000 硫酸紙（ロール状又はシート状のもの） 0 即時撤廃

480620000 耐脂紙（ロール状又はシート状のもの） 0 即時撤廃

480630000 トレーシングペーパー（ロール状又はシート状のもの） 0 即時撤廃

480640000 グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙（ロール状又はシート状の
もの）

0 即時撤廃

480700000 接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙（ロール状又はシート状のもの
に限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又
は染み込ませたものを除く。）

0 即時撤廃

480810000 コルゲート加工をした紙及び板紙（ロール状又はシート状のもの） 0 即時撤廃

480840000 クラフト紙（ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しを
してあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。）

0 即時撤廃

480890000 ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし又はせん孔した紙及び板紙
（その他のもの）（ロール状又はシート状のもの）

0 即時撤廃

480920000 セルフコピーペーパー（ロール状又はシート状のもの） 0 即時撤廃

480990100 カーボン紙（ロール状又はシート状のもの） 0 即時撤廃

480990900 転写紙（ロール状又はシート状のもの） 0 即時撤廃

481013000 ロール状のもの（機械パルプとケミグランドパルプの含有量が全繊維重量
の１０％以下のもの）（筆記用、印刷用、グラフィック用の紙及び板紙）（無
機物質を塗布したもの）

0 即時撤廃

481014000 折り畳んでない状態において１辺の長さが４３５ミリメートル以下で、その他
の辺の長さが２９７ミリメートル以下のシート状のもの（機械パルプとケミグ
ランドパルプの含有量が全繊維重量の１０％以下のもの）（筆記用、印刷
用、グラフィック用の紙及び板紙）（無機物質を塗布したもの）

0 即時撤廃
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481019000 その他のもの（機械パルプとケミグランドパルプの含有量が全繊維重量の
１０％以下のもの）（筆記用、印刷用、グラフィック用の紙及び板紙）（無機
物質を塗布したもの）

0 即時撤廃

481022000 軽量コート紙（機械パルプとケミグランドパルプの含有量が全繊維重量の
１０％を超えるもの）（筆記用、印刷用、グラフィック用の紙及び板紙）（無機
物質を塗布したもの）

0 即時撤廃

481029010 機械パルプの含有量が全繊維重量の１０％を超えるもの（筆記用、印刷
用、グラフィック用の紙及び板紙）（無機物質を塗布したもの）

0 即時撤廃

481029020 その他のもの（機械パルプとケミグランドパルプの含有量が全繊維重量の
１０％を超えるもの）（筆記用、印刷用、グラフィック用の紙及び板紙）（無機
物質を塗布したもの）

0 即時撤廃

481031000 クラフト紙及びクラフト板紙（無機物質を塗布したもの）（筆記用、印刷用そ
の他のグラフィック用に供する種類のものを除く。）（全体を均一にさらした
もので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の９５％を超え、かつ、重
量が１ｍ２につき１５０ｇ以下のもの）

0 即時撤廃

481032000 クラフト紙及びクラフト板紙（無機物質を塗布したもの）（筆記用、印刷用そ
の他のグラフィック用に供する種類のものを除く。）（全体を均一にさらした
もので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の９５％を超え、かつ、重
量が１ｍ２につき１５０ｇを超えるもの）

0 即時撤廃

481039000 クラフト紙及びクラフト板紙（無機物質を塗布したもの）（筆記用、印刷用そ
の他のグラフィック用に供する種類のものを除く。）（その他のもの）

0 即時撤廃

481092000 その他の紙及び板紙（無機物質を塗布したもの）（多層ずきのもの） 0 即時撤廃

481099000 その他の紙及び板紙（無機物質を塗布したもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

481110000 タール、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙 0 即時撤廃

481141000 粘着剤又は接着剤を塗布した紙及び板紙（セルファドヒーシブのもの） 0 即時撤廃

481149000 粘着剤又は接着剤を塗布した紙及び板紙（セルフアドヒーシブのもの以外
のもの）

0 即時撤廃

481151010 プラスチック（接着剤を除く）を塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板
紙（ミルクカートン用紙）（さらしたもので重量が１平方メートルにつき１５０ｇ
を超えるもの）

0 即時撤廃

481151090 プラスチック（接着剤を除く）を塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板
紙（ミルクカートン用紙を除く）（さらしたもので重量が１平方メートルにつき
１５０ｇを超えるもの）

0 即時撤廃

481159010 プラスチック（接着剤を除く）を塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板
紙（ミルクカートン用紙）（さらしたもので重量が１平方メートルにつき１５０ｇ
以下のもの）

0 即時撤廃

481159090 プラスチック（接着剤を除く）を塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板
紙（ミルクカートン用紙を除く）（さらしたもので重量が１平方メートルにつき
１５０ｇ以下のもの）

0 即時撤廃

481160010 ワックス、パラフィン又は油で処理した紙及び板紙 0 即時撤廃

481160020 ろう、パラフィンろう、ステアリン、油又はグリセリンを塗布し、染み込ませ又
は被覆した紙及び板紙（その他のもの）

0 即時撤廃
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481190100 感熱紙 0 即時撤廃

481190900 その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェ
ブ（感熱紙を除く）

0 即時撤廃

481200000 製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープ
レート

0 即時撤廃

481310000 製造たばこ用巻紙（小冊子状又は円筒状のもの） 0 即時撤廃

481320000 製造たばこ用巻紙（ロール状のもの）（幅が５ｃｍ以下のもの） 0 即時撤廃

481390000 製造たばこ用巻紙（その他のもの） 0 即時撤廃

481420000 壁紙その他これに類する壁面被覆材（プラスチックを表に塗布し又は被覆
した紙から成るもので、当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しを
し、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したもの）

0 即時撤廃

481490000 壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー（その他のもの） 0 即時撤廃

481620000 セルフコピーペーパー（第４８．０９項のものを除く。） 0 即時撤廃

481690000 転写紙（第４８．０９項のものを除く。）及び紙製のオフセットプレート（その
他のもの）

0 即時撤廃

481710000 封筒 0 即時撤廃

481720000 通信用カード 0 即時撤廃

481730000 封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器
に詰め合わせたもの

0 即時撤廃

481810000 トイレットペーパー 0 即時撤廃

481820100 クレンジングティッシュ及び化粧用ティッシュ（製紙用パルプ製、紙製、セル
ロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のもの）

0 即時撤廃

481820200 ハンカチ及びタオル（製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製
又はセルロース繊維のウェブ製のもの）

0 即時撤廃

481830000 テーブルクロス及びナプキン（製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッ
ディング製又はセルロース繊維のウェブ製のもの）

0 即時撤廃

481850000 衣類及び衣類附属品（製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング
製又はセルロース繊維のウェブ製のもの）

0 即時撤廃

481890000 トイレットペーパーに類する家庭用又は衛生用に使用する種類の紙、セル
ロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ（幅が３６ｃｍ以下の
ロール状にし又は特定の大きさ若しくは形状に切ったもの）、ベッドシーツ
その他これらに類する家庭用品、衛生用品及び病院用品（製紙用パルプ
製、紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のも
の）（その他のもの）

0 即時撤廃

481910000 段ボール製の箱及びケース 0 即時撤廃

481920000 紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース（段ボール製のものを除く。） 0 即時撤廃

481930000 袋（底の幅が４０ｃｍ以上のもの）（紙製、板紙製、セルロースウォッディン
グ製又はセルロース繊維のウェブ製のもの）

0 即時撤廃
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481940000 袋（紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェ
ブ製のもの）（円すい形のものを含む。）（その他のもの）

0 即時撤廃

481950000 包装容器（紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊
維のウェブ製のもの）（レコード用ジャケットを含む。）（その他のもの）

0 即時撤廃

481960000 書類箱、レタートレイ、格納箱その他これらに類する製品で事務所、商店
等において使用する種類のもの（紙製又は板紙製のもの）

0 即時撤廃

482010000 帳簿、会計簿、雑誌帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他こ
れらに類する製品

0 即時撤廃

482020000 練習帳 0 即時撤廃

482030000 バインダー（ブックカバーを除く。）、書類挟み及びファイルカバー（紙製又
は板紙製のもの）

0 即時撤廃

482040000 転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセット（紙製又は板紙製のも
の）

0 即時撤廃

482050000 アルバム（見本用又は収集用のもの） 0 即時撤廃

482090000 吸取紙その他の文房具及び事務用品並びにブックカバー（紙製又は板紙
製のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

482110000 紙製又は板紙製のラベル（印刷したもの） 0 即時撤廃

482190000 紙製又は板紙製のラベル（印刷してないもの） 0 即時撤廃

482210000 製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これ
らに類する糸巻類（紡織用繊維の糸を巻くために使用する種類のもの）

0 即時撤廃

482290000 製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これ
らに類する糸巻類（その他のもの）

0 即時撤廃

482320000 フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード（紙製又は板紙製のも
の）（特定の大きさ又は形状に切ったもの）

0 即時撤廃

482340000 自動記録装置用に印刷したロール、シート及び円盤（紙製又は板紙製のも
の）（特定の大きさ又は形状に切ったもの）

0 即時撤廃

482361000 紙製又は板紙製の盆、皿、コップその他これらに類する製品（竹製のもの） 0 即時撤廃

482369000 紙製又は板紙製の盆、皿、コップその他これらに類する製品（その他のも
の）

0 即時撤廃

482370000 成型し又は加圧成形をした製紙用パルプの製品 0 即時撤廃

482390100 せん孔カード式統計機械用のカード、モノタイプ用のテープその他これらに
類する物品に記録のためにせん孔したもの

0 即時撤廃

482390200 紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ（特定の
大きさ又は形状に切ったもの）並びに製紙用パルプ、紙、板紙、セルロー
スウォッディング又はセルロース繊維のウェブの製品（その他のもの）

0 即時撤廃

490110000 リーフレットその他これらに類する印刷物（単一シートのもの） 0 即時撤廃

490191000 辞典及び事典（シリーズの形式で発行するものを含む。） 0 即時撤廃

490199000 印刷した書籍、小冊子その他これらに類する印刷物（その他のもの） 0 即時撤廃
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490210000 新聞、雑誌その他の定期刊行物（１週に４回以上発行するもの） 0 即時撤廃

490290000 新聞（その他のもの） 0 即時撤廃

490300000 幼児用の絵本及び習画本 0 即時撤廃

490400000 楽譜（印刷したもの及び手書きのもの） 0 即時撤廃

490510000 地球儀、天球儀その他これらに類するもの 0 即時撤廃

490591000 地図、海図その他これらに類する図（製本したもの） 0 即時撤廃

490599000 地図、海図その他これらに類する図（その他のもの） 0 即時撤廃

490600000 設計図及び図案（建築用、工学用、工業用、商業用、地形測量用その他こ
れらに類する用途に供するもので手書き原図に限る。）並びに手書き文書
並びにこれらをカーボン複写し又は感光紙に写真複写したもの

0 即時撤廃

490700000 郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品（発行国（額面で流通する
国を含む。）で通用するもので使用してないものに限る。）、これらを紙に印
刷した物品、紙幣、銀行券及び小切手帳並びに株券、債券その他これら
に類する有価証券

0 即時撤廃

490810000 デカルコマニア（ガラス化することができるもの） 0 即時撤廃

490890000 デカルコマニア（その他のもの） 0 即時撤廃

490900000 葉書（印刷したもの及び挿絵を有するもの）及び個人のあいさつ、伝言又
は通知を印刷したカード

0 即時撤廃

491000010 カレンダー（カレンダーブロックを含む。）（印刷したもの）（紙製又は板紙製
のもの）

0 即時撤廃

491000090 カレンダー（カレンダーブロックを含む。）（印刷したもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

491110000 印刷物（広告、商業用カタログその他これらに類する物品） 0 即時撤廃

491191010 写真（印刷したもの） 0 即時撤廃

491191090 絵画及びデザイン（印刷したもの） 0 即時撤廃

491199000 印刷物（その他のもの） 0 即時撤廃

500400000 絹糸（絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用にしたものを除く。） 0 即時撤廃

500500010 絹紡糸（小売用にしたものを除く。） 0 即時撤廃

500500090 絹紡紬糸（小売用にしたものを除く。） 0 即時撤廃

500600010 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸（小売用にしたもの） 4.8% 即時撤廃

500600020 天然てぐす 6.9% 即時撤廃

500710010 絹ノイル織物（経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維
のもの）

10% 即時撤廃

500710020 絹ノイル織物（その他のもの） 8% 即時撤廃
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500720010 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のも
の）

12.5% 即時撤廃

500720021 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（毛を交えたもの）

10% 即時撤廃

500720029 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（毛以外の繊維を交えたもの）

10% 即時撤廃

500720031 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（幅が４５ｃｍ以下のもの）（先染めのもの）（紋織りのもの）

10% 即時撤廃

500720032 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（幅が４５ｃｍ以下のもの）（先染めのもの）（かすり糸を使用したも
の）

10% 即時撤廃

500720033 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（幅が４５ｃｍ以下のもの）（先染めのもの）（その他のもの）

10% 即時撤廃

500720034 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（幅が４５ｃｍ以下のもの）（紋織りのもの）（先染めのものを除く。）

10% 即時撤廃

500720035 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（幅が４５ｃｍ以下のもの）（しぼり加工をしたもの）

10% 即時撤廃

500720039 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（幅が４５ｃｍ以下のもの）（先染めのものを除く。）（その他のもの）

10% 即時撤廃

500720091 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（幅が４５ｃｍを超えるもの）（染色したもの）（紋織りのもの）

10% 即時撤廃

500720092 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（幅が４５ｃｍを超えるもの）（染色したもの）（紋織りのものを除く。）

10% 即時撤廃

500720093 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（幅が４５ｃｍを超えるもの）（染色してないもの）（紋織りのもの）

10% 即時撤廃

500720094 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（幅が４５ｃｍを超えるもの）（よってない糸（野蚕のものを除く。）を
使用したもの）（重量が１ｍ２につき３２．３ｇ以上のもの）（染色してないも
の）

10% 即時撤廃

500720095 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（幅が４５ｃｍを超えるもの）（よってない糸（野蚕のものを除く。）を
使用したもの）（重量が１ｍ２につき３２．３ｇ未満のもの）（染色してないも
の）

10% 即時撤廃

500720099 絹織物（絹又はそのくず（絹ノイルを除く。）の重量が全重量の８５％以上
のもの）（幅が４５ｃｍを超えるもの）（染色してないもの）（その他のもの）

10% 即時撤廃

500790010 その他の絹織物（経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート
繊維のもの）

12.5% 即時撤廃

500790091 その他の絹織物（毛を交えたもの） 10% 即時撤廃

500790099 その他の絹織物（毛を交えたものを除く。） 10% 即時撤廃

510400000 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず（反毛した繊維） 0 即時撤廃

510510000 羊毛（カードしたもの） 0 即時撤廃

510521000 羊毛のトップその他の羊毛（小塊状のもの）（コームしたもの） 0 即時撤廃
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510529000 羊毛のトップその他の羊毛（コームしたもの）（小塊状のものを除く。） 0 即時撤廃

510531000 繊獣毛（カシミヤやぎのもの）（カードし又はコームしたものに限る。） 0 即時撤廃

510539000 繊獣毛（その他のもの）（カードし又はコームしたものに限る。） 0 即時撤廃

510540000 粗獣毛（カードし又はコームしたもの） 0 即時撤廃

510610010 紡毛糸（羊毛の重量が全重量の８５％以上のもの）（より数が１ｍにつき３
５０以下のもの）（小売用にしたものを除く。）

2.7% 即時撤廃

510610090 紡毛糸（羊毛の重量が全重量の８５％以上のもの）（より数が１ｍにつき３
５０を超えるもの）（小売用にしたものを除く。）

2.7% 即時撤廃

510620010 紡毛糸（羊毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（より数が１ｍにつき３
５０以下のもの）（小売用にしたものを除く。）

2.7% 即時撤廃

510620090 紡毛糸（羊毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（より数が１ｍにつき３
５０を超えるもの）（小売用にしたものを除く。）

2.7% 即時撤廃

510710010 梳毛糸（羊毛の重量が全重量の８５％以上のもの）（メートル式番手４０以
上のもので、かつ、より数が１ｍにつき４００以下のもの及びメートル式番
手４０未満のもので、かつ、より数が１ｍにつき３５０以下のもの）（小売用
にしたものを除く。）

2.7% 即時撤廃

510710090 梳毛糸（羊毛の重量が全重量の８５％以上のもの）（小売用にしたものを除
く。）（その他のもの）

2.7% 即時撤廃

510720010 梳毛糸（羊毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（メートル式番手４０以
上のもので、かつ、より数が１ｍにつき４００以下のもの及びメートル式番
手４０未満のもので、かつ、より数が１ｍにつき３５０以下のもの）（小売用
にしたものを除く。）

2.7% 即時撤廃

510720090 梳毛糸（羊毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（小売用にしたものを除
く。）（その他のもの）

2.7% 即時撤廃

510810000 紡毛糸（繊獣毛のもの）（小売用にしたものを除く。） 2.5% 即時撤廃

510820000 梳毛糸（繊獣毛のもの）（小売用にしたものを除く。） 2.5% 即時撤廃

510910011 紡毛糸（小売用のもの）（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％以上の
もの）（１個の重量が１２５ｇ以下のもの）

2.4% 即時撤廃

510910019 梳毛糸（小売用のもの）（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％以上の
もの）（１個の重量が１２５ｇ以下のもの）

2.4% 即時撤廃

510910021 紡毛糸（小売用のもの）（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％以上の
もの）（１個の重量が１２５ｇ超のもの）

2.7% 即時撤廃

510910022 梳毛糸（小売用のもの）（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％以上の
もの）（１個の重量が１２５ｇ超のもの）

2.7% 即時撤廃

510990011 紡毛糸（小売用のもの）（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満の
もの）（１個の重量が１２５ｇ以下のもの）

2.4% 即時撤廃
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510990019 梳毛糸（小売用のもの）（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満の
もの）（１個の重量が１２５ｇ以下のもの）

2.4% 即時撤廃

510990021 紡毛糸（小売用のもの）（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満の
もの）（１個の重量が１２５ｇ超のもの）

2.7% 即時撤廃

510990022 梳毛糸（小売用のもの）（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満の
もの）（１個の重量が１２５ｇ超のもの）

2.7% 即時撤廃

511000000 粗獣毛製又は馬毛製の糸（馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むも
のとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。）

2.5% 即時撤廃

511111010 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％以上のもの）（絹の重
量が全重量の１０％を超えるもの）（重量１ｍ２につき３００ｇ以下のもの）

6.6% 即時撤廃

511111021 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％以上のもの）（重量が
１ｍ２につき２００ｇを超え３００ｇ以下のもの）（絹の重量が全重量の１０％
を超えるものを除く。）

7.9% or
130 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

511111022 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％以上のもの）（重量が
１ｍ２につき２００ｇ以下のもの）（その他のもの）

5.3% 即時撤廃

511119010 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％以上のもの）（絹の重
量が全重量の１０％を超えるもの）（重量が１ｍ２につき３００ｇを超えるも
の）

6.6% 即時撤廃

511119020 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％以上のもの）（重量が
１ｍ２につき３００ｇを超えるもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるもの
を除く。）

7.9% or
130 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

511120010 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（絹の重量が全重量の
１０％を超えるもの）

6.6% 即時撤廃

511120021 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（重量が１ｍ２につき２
００ｇを超えるもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるものを除く。）

7.9% or
130 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

511120022 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（重量が１ｍ２につき２
００ｇ以下のもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるものを除く。）

5.3% 即時撤廃

511130010 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のもの）（絹の重量が全重量の
１０％を超えるもの）

6.6% 即時撤廃

511130021 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のもの）（重量が１ｍ２につき２
００ｇを超えるもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるものを除く。）

7.9% or
130 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

511130022 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のもの）（重量が１ｍ２につき２
００ｇ以下のもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるものを除く。）

5.3% 即時撤廃

511190010 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（絹の重
量が全重量の１０％を超えるもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

511190021 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（重量が
１ｍ２につき２００ｇを超えるもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるもの
を除く。）（その他のもの）

7.9% or
130 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃
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511190022 紡毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（重量が
１ｍ２につき２００ｇ以下のもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるもの
を除く。）（その他のもの）

5.3% 即時撤廃

511211010 梳毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％以上のもの）（絹の重
量が全重量の１０％を超えるもの）（重量が１ｍ２につき２００ｇ以下のもの）

6.6% 即時撤廃

511211020 梳毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％以上のもの）（重量が
１ｍ２につき２００ｇ以下のもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるもの
を除く。）

5.3% 即時撤廃

511219010 梳毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％以上のもの）（絹の重
量が全重量の１０％を超えるもの）（重量が１ｍ２につき２００ｇを超えるも
の）

6.6% 即時撤廃

511219020 梳毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％以上のもの）（重量が
１ｍ２につき２００ｇを超えるもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるもの
を除く。）

7.9% or
130 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

511220010 梳毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（絹の重量が全重量の
１０％を超えるもの）

6.6% 即時撤廃

511220021 梳毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（重量が１ｍ２につき２
００ｇを超えるもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるものを除く。）

7.9% or
130 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

511220022 梳毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（重量が１ｍ２につき２
００ｇ以下のもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるものを除く。）

5.3% 即時撤廃

511230010 梳毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のもの）（絹の重量が全重量の
１０％を超えるもの）

6.6% 即時撤廃

511230021 梳毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のもの）（重量が１ｍ２につき２
００ｇを超えるもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるものを除く。）

7.9% or
130 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

511230022 梳毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のもの）（重量が１ｍ２につき２
００ｇ以下のもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるものを除く。）

5.3% 即時撤廃

511290010 梳毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（絹の重
量が全重量の１０％を超えるもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

511290021 梳毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（重量が
１ｍ２につき２００ｇを超えるもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるもの
を除く。）（その他のもの）

7.9% or
130 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

511290022 梳毛織物（羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の８５％未満のもの）（重量が
１ｍ２につき２００ｇ以下のもの）（絹の重量が全重量の１０％を超えるもの
を除く。）（その他のもの）

5.3% 即時撤廃

511300000 毛織物（粗獣毛製又は馬毛製のもの） 3.5% 即時撤廃

520411010 綿製の縫糸（小売用以外のもの）（綿８５％以上のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520411020 綿製の縫糸（小売用以外のもの）（綿８５％以上のもの）（その他のもの） 3% 即時撤廃
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520419010 綿製の縫糸（小売用以外のもの）（綿８５％未満のもの）（合成繊維又はア
セテート繊繊１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520419020 綿製の縫糸（小売用以外のもの）（綿８５％未満のもの）（その他のもの） 3% 即時撤廃

520420000 綿製の縫糸（小売用にしたもの） 3% 即時撤廃

520511010 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの））（７１４．２９ｄｔｅｘ以上のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520511023 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（７１４．２９ｄｔｅｘ以上のもの）（綿のみから
成るもの)

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520511029 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（７１４．２９ｄｔｅｘ以上のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維１０％以下のもの）（他の繊維を混ぜたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520512010 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520512021 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満の
もの）（漂白してないもの（マーセライズしたものを除く。））

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520512022 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満の
もの）（漂白してないもの（マーセライズしたものを除く。）を除く。）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520512029 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（他の繊維を混ぜ
たもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520513010 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520513021 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満の
もの）（漂白してないもの（マーセライズしたものを除く。））

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520513022 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満の
もの）（漂白してないもの（マーセライズしたものを除く。）を除く。）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520513029 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満の
もの）（他の繊維を混ぜたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520514010 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520514021 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）
（漂白してないもの（マーセライズしたものを除く。））

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃
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520514022 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）
（漂白してないもの（マーセライズしたものを除く。）を除く。）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520514029 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（他の繊維をまぜたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520515010 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520515021 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ未満のもの）（漂白してないもの
（マーセライズしたものを除く。））

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520515022 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ未満のもの）（漂白してないもの
（マーセライズしたものを除く。）を除く。）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520515029 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）（他の繊維を混ぜたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520521010 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（７１４．２９ｄｔｅｘ以上のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520521023 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（７１４．２９ｄｔｅｘ以上のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520521029 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（７１４．２９ｄｔｅｘ以上のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％以下のもの）（他の繊維を混ぜたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520522010 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520522021 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（漂白
してないもの（マーセライズしたものを除く。））

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520522022 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（漂白
してないもの（マーセライズしたものを除く。）を除く。）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520522029 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（他の繊維を混ぜたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520523010 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520523021 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（漂白
してないもの（マーセライズしたものを除く。））

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃
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520523022 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（漂白
してないもの（マーセライズしたものを除く。）を除く。）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520523029 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（他の繊維を混ぜたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520524010 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520524021 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）（漂白して
ないもの（マーセライズしたものを除く。））

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520524022 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）（漂白して
ないもの（マーセライズしたものを除く。）を除く。）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520524029 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維１０％以下のもの）（他の繊維を混ぜたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520526010 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１０６．３８ｄｔｅｘ以上１２５ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520526021 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１０６．３８ｄｔｅｘ以上１２５ｄｔｅｘ未満のもの）（漂白して
ないもの（マーセライズしたものを除く。））

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520526022 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１０６．３８ｄｔｅｘ以上１２５ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維１０％以下のもの）（漂白してないもの（マーセライズし
たものを除く。）を除く。）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520526029 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１０６．３８ｄｔｅｘ以上１２５ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維１０％以下のもの）（他の繊維を混ぜたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520527010 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）８３．３３ｄｔｅｘ以上１０６．３８ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊
維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520527021 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（８３．３３ｄｔｅｘ以上１０６．３８ｄｔｅｘ未満のもの）（漂白し
てないもの（マーセライズしたものを除く。））

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520527022 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（８３．３３ｄｔｅｘ以上１０６．３８ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊
維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（漂白してないもの（マーセライズ
したものを除く。）を除く。）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520527029 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（８３．３３ｄｔｅｘ以上１０６．３８ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊
維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（他の繊維を混ぜたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃
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520528010 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（８３．３３ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520528021 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（８３．３３ｄｔｅｘ未満のもの）（漂白してないもの（マーセ
ライズしたものを除く。））

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520528022 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（８３．３３ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％以下のもの）（漂白してないもの（マーセライズしたものを除く。）
を除く。）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520528029 綿の単糸（綿８５％以上のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（８３．３３ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％以下のもの）（他の繊維を混ぜたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520531010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（７１４．２９
ｄｔｅｘ以上のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520531021 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（７１４．２９
ｄｔｅｘ以上のもの）（他の繊維を交えてないもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520531029 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（７１４．２９
ｄｔｅｘ以上のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（他の
繊維を交えたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520532010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（２３２．５６
ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％
超のもの）

5.6% 即時撤廃

520532021 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（２３２．５６
ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（他の繊維を交えてないもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520532029 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（２３２．５６
ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％
以下のもの）（他の繊維を交えたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520533010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１９２．３１
ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％
超のもの）

5.6% 即時撤廃

520533021 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１９２．３１
ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（他の繊維を交えてないもの）

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520533029 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１９２．３１
ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％
以下のもの）（他の繊維を交えたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520534010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ
以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超の
もの）

5.6% 即時撤廃
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520534021 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ
以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）（他の繊維を交えてないもの）

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520534029 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ
以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下
のもの）（他の繊維を交えたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520535010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ
未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520535021 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ
未満のもの）（他の繊維を交えてないもの）

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520535029 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ
未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（他の繊維
を交えたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520541010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（７１４．２９ｄｔｅｘ以上
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520541020 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（７１４．２９ｄｔｅｘ以上
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520542010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７
１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520542090 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７
１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520543010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２
３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520543021 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２
３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（他の繊維を交えてないもの）

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520543029 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２
３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のも
の）（他の繊維を交えたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520544010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．
３１ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520544021 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．
３１ｄｔｅｘ未満のもの）（他の繊維を交えてないもの）

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃
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520544029 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．
３１ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（他
の繊維を交えたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520546010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１０６．３８ｄｔｅｘ以上１
２５ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520546021 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１０６．３８ｄｔｅｘ以上１
２５ｄｔｅｘ未満のもの）（他の繊維を交えてないもの）

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520546029 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１０６．３８ｄｔｅｘ以上１
２５ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（他
の繊維を交えたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520547010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（８３．３３ｄｔｅｘ以上１０
６．３８ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520547021 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（８３．３３ｄｔｅｘ以上１０
６．３８ｄｔｅｘ未満のもの）（他の繊維を交えてないもの）

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520547029 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（８３．３３ｄｔｅｘ以上１０
６．３８ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）
（他の繊維を交えたもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520548010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（８３．３３ｄｔｅｘ未満の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520548021 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（８３．３３ｄｔｅｘ未満の
もの）（他の繊維を交えてないもの）

2.3% or 17
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520548029 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（８３．３３ｄｔｅｘ未満の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（他の繊維を交えた
もの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520611010 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（７１４．２９ｄｔｅｘ以上のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520611020 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（７１４．２９ｄｔｅｘ以上のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520612010 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520612020 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃



110

HS9
(2017.4.1)

品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

520613010 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520613020 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520614010 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520614020 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520615010 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520615020 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520621010 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（７１４．２９ｄｔｅｘ以上のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520621020 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（７１４．２９ｄｔｅｘ以上のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520622010 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520622020 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520623010 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520623020 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520624010 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520624020 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520625010 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃
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520625020 綿の単糸（綿８５％未満のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（コー
ムした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520631010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（７１４．２９
ｄｔｅｘ以上のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520631020 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（７１４．２９
ｄｔｅｘ以上のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520632010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（２３２．５６
ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％
超のもの）

5.6% 即時撤廃

520632020 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（２３２．５６
ｄｔｅｘ以上７１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％
以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520633010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１９２．３１
ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％
超のもの）

5.6% 即時撤廃

520633020 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１９２．３１
ｄｔｅｘ以上２３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％
以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520634010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ
以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超の
もの）

5.6% 即時撤廃

520634020 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％以上のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ
以上１９２．３１ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下
のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520635010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ
未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520635020 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの以外のもの）（１２５ｄｔｅｘ
未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520641010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（７１４．２９ｄｔｅｘ以上
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520641020 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（７１４．２９ｄｔｅｘ以上
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520642010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７
１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520642020 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（２３２．５６ｄｔｅｘ以上７
１４．２９ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のも
の）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃
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520643010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２
３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520643020 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１９２．３１ｄｔｅｘ以上２
３２．５６ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のも
の）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520644010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．
３１ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520644020 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ以上１９２．
３１ｄｔｅｘ未満のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520645010 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ未満のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520645020 綿のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（綿８５％未満のもの）（縫糸及
び小売用の糸以外のもの）（コームした繊維のもの）（１２５ｄｔｅｘ未満のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520710010 綿糸（小売用のもの）（綿８５％以上のもの）（１個の重量が１２５ｇ以下のも
の）

3% 即時撤廃

520710091 綿糸（小売用のもの）（綿８５％以上のもの）（１個の重量が１２５ｇ超のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520710099 綿糸（小売用のもの）（綿８５％以上のもの）（１個の重量１２５ｇ超のもの）
（その他のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520790010 綿糸（小売用のもの）（綿８５％未満のもの）（１個の重量が１２５ｇ以下のも
の）

3% 即時撤廃

520790091 綿糸（小売用のもの）（綿８５％未満のもの）（１個の重量が１２５ｇ超のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520790099 綿糸（小売用のもの）（綿８５％未満のもの）（１個の重量が１２５ｇ超のも
の）（その他のもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

520811010 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（平織のもの）１００ｇ／ｍ
２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520811091 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（平織のもの）（１００ｇ／
ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（金巾）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520811092 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（平織のもの）（１００ｇ／
ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（ポプリ
ン）

5.6% or 4.4% +
1.52 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520811093 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（平織のもの）（１００ｇ／
ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（ボイル
及びローン）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃
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520811099 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（平織のもの）（１００ｇ／
ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（金巾、
ポプリン、ボイル及びローンを除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520812010 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（平織のもの）（２００ｇ／
ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超の
もの）

5.6% 即時撤廃

520812091 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（平織のもの）（２００ｇ／
ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下
のもの）（粗布及び細布）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520812092 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（平織のもの）（２００ｇ／
ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下
のもの）（金巾）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520812093 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（平織のもの）（２００ｇ／
ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下
のもの）（ポプリン）

5.6% or 4.4% +
1.52 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520812099 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（平織のもの）（２００ｇ／
ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下
のもの）（粗布、細布、金巾及びポプリンを除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520813010 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（３枚又は４枚綾織りのも
の）（２００ｇ／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520813090 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（３枚又は４枚綾織りのも
の）（２００ｇ／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520819010 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（その他の織物）（２００ｇ
／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超
のもの）

5.6% 即時撤廃

520819091 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（その他の織物）（２００ｇ
／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以
下のもの）（朱子）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520819099 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（その他の織物）（２００ｇ
／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以
下のもの）（朱子を除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520821010 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ２
以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520821091 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ２
以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（金巾）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520821092 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ２
以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（ポプリン）

5.6% or 4.4% +
1.52 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520821099 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ２
以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（金巾及び
ポプリンを除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520822010 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２
以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のも
の）

5.6% 即時撤廃
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520822020 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２
以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のも
の）（ポプリン）

5.6% or 4.4% +
1.52 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520822091 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２
以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のも
の）（金巾）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520822099 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２
以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のも
の）（金巾を除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520823010 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）
（２００ｇ／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１
０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520823090 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）
（２００ｇ／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１
０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520829010 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２以下
１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520829090 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２以下
１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520831010 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ２
以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520831091 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ２
以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（先染めの
もの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520831092 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ２
以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（ポプリン）
（先染めのものを除く。）

5.6% or 4.4% +
1.52 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520831093 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ２
以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（ボイル及
びローン）（先染めのものを除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520831099 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ２
以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（先染めの
もの並びにポプリン、ボイル及びローンを除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520832010 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２
以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のも
の）

5.6% 即時撤廃

520832091 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２
以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のも
の）（先染めのもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520832092 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２
以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のも
の）（ポプリン）（先染めのものを除く。）

5.6% or 4.4% +
1.52 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃
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520832099 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２
以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のも
の）（先染めのもの及びポプリンを除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520833010 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）
（２００ｇ／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１
０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520833090 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）
（２００ｇ／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１
０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520839010 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２以下
１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520839091 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２以下
１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）
（朱子）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520839099 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２以下
１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）
（朱子を除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520841010 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（平織のもの）（１００ｇ
／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520841091 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（平織のもの）（１００ｇ
／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（ギン
ガム）

5.6% or 4.4% +
1.52 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520841092 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（平織のもの）（１００ｇ
／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（ポプ
リン）

5.6% or 4.4% +
1.52 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520841099 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（平織のもの）（１００ｇ
／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（ギン
ガム及びポプリンを除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520842010 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（平織のもの）（２００ｇ
／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超
のもの）

5.6% 即時撤廃

520842091 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（平織のもの）（２００ｇ
／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以
下のもの）（ギンガム）

5.6% or 4.4% +
1.52 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520842092 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（平織のもの）（２００ｇ
／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以
下のもの）（ポプリン）

5.6% or 4.4% +
1.52 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520842099 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（平織のもの）（２００ｇ
／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以
下のもの）（ギンガム及びポプリンを除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520843010 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（３枚又は４枚綾織り
のもの）（２００ｇ／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃
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520843090 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（３枚又は４枚綾織り
のもの）（２００ｇ／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520849010 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ
２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のも
の）

5.6% 即時撤廃

520849090 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ
２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下の
もの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520851011 綿織物（綿８５％以上のもの）（ろうけつ染めしたもの）（平織のもの）（１００
ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520851019 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ
２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520851091 綿織物（綿８５％以上のもの）（ろうけつ染めしたもの）（平織のもの）（１００
ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520851092 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ
２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（金巾）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520851093 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ
２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（ポプリン）

5.6% or 4.4% +
1.52 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520851094 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ
２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（ボイル及
びローン）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520851099 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（平織のもの）（１００ｇ／ｍ
２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（金巾、ポ
プリン、ボイル及びローンを除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520852011 綿織物（綿８５％以上のもの）（ろうけつ染めしたもの）（平織のもの）（２００
ｇ／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超
のもの）

5.6% 即時撤廃

520852019 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ
２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のも
の）

5.6% 即時撤廃

520852091 綿織物（綿８５％以上のもの）（ろうけつ染めしたもの）（平織のもの）（２００
ｇ／ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以
下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520852092 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ
２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下の
もの）（粗布及び細布）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520852093 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ
２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下の
もの）（金巾）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520852094 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ
２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下の
もの）（ポプリン）

5.6% or 4.4% +
1.52 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃
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520852099 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ
２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下の
もの）（粗布、細布、金巾及びポプリンを除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520859011 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／
ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超の
もの）

5.6% 即時撤廃

520859019 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２以
下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520859091 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／
ｍ２以下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下
のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520859092 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２以
下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のも
の）（朱子）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520859099 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２以
下１００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のも
の）（朱子を除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520911010 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（平織のもの）（２００ｇ／
ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520911091 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（平織のもの）（２００ｇ／
ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（粗布及び
細布）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520911099 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（平織のもの）（２００ｇ／
ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（粗布及び
細布を除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520912010 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（３枚又は４枚綾織りのも
の）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のも
の）

5.6% 即時撤廃

520912090 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（３枚又は４枚綾織りのも
の）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のも
の）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520919010 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２
超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520919090 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２
超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520921010 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２
超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520921090 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２
超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520922010 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）
（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃
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520922090 綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）
（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520929010 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２超の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520929090 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２超の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520931010 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２
超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520931091 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２
超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（先染めのも
の）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520931099 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２
超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（先染めのも
のを除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520932010 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）
（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520932090 綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）
（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520939010 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２超の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520939090 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２超の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520941010 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（平織のもの）（２００ｇ
／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520941090 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（平織のもの）（２００ｇ
／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520942010 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（デニム）（２００ｇ／ｍ
２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520942090 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（デニム）（２００ｇ／ｍ
２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520943010 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（３枚又は４枚綾織り
のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超の
もの）

5.6% 即時撤廃

520943090 綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（３枚又は４枚綾織り
のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下
のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520949010 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ
２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃
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520949090 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ
２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520951011 綿織物（綿８５％以上のもの）（ろうけつ染めしたもの）（平織のもの）（２００
ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520951019 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ
２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520951091 綿織物（綿８５％以上のもの）（ろうけつ染めしたもの）（平織のもの）（２００
ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520951092 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ
２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（粗布及び細
布）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520951099 綿織物（綿８５％以上のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（なせんしたもの）
（平織のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（粗布及び
細布を除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520952011 綿織物（綿８５％以上のもの）（ろうけつ染めしたもの）（３枚又は４枚綾織り
のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超の
もの）

5.6% 即時撤廃

520952019 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（３枚又は４枚綾織りのも
の）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のも
の）

5.6% 即時撤廃

520952091 綿織物（綿８５％以上のもの）（ろうけつ染めしたもの）（３枚又は４枚綾織り
のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下
のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520952099 綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（３枚又は４枚綾織りのも
の）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のも
の）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520959011 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／
ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520959019 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２超
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

520959091 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／
ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520959092 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２超
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（朱子）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

520959099 その他の綿織物（綿８５％以上のもの）（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２超
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）（朱子を除く。）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521011010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
てないもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜
麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃
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521011020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
てないもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521011030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
てないもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521019110 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）（3枚綾織り又は4枚綾織り（破
れ斜文織りを含む。）のもの）

7.4% 即時撤廃

521019190 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）（その他のもの）

7.4% 即時撤廃

521019210 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％超のもの）（3枚綾織り又は4枚綾織り（破れ斜文織りを含む。）の
もの）

5.6% 即時撤廃

521019290 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％超のもの）（その他のもの）

5.6% 即時撤廃

521019910 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％以下のもの）（3枚綾織り又は4枚綾織り（破れ斜文織りを含む。）
のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521019990 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％以下のもの）（その他のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521021010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
たもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜麻、
ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521021020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
たもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521021030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
たもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521029110 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラミー、
合成繊維又はアセテート繊維のもの）（3枚綾織り又は4枚綾織り（破れ斜
文織りを含む。）のもの）

7.4% 即時撤廃

521029190 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラミー、
合成繊維又はアセテート繊維のもの）（その他のもの）

7.4% 即時撤廃

521029210 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
１０％超のもの）（3枚綾織り又は4枚綾織り（破れ斜文織りを含む。）のも
の）

5.6% 即時撤廃
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521029290 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
１０％超のもの）（その他のもの）

5.6% 即時撤廃

521029910 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
１０％以下のもの）（3枚綾織り又は4枚綾織り（破れ斜文織りを含む。）のも
の）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521029990 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
１０％以下のもの）（その他のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521031010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（浸染し
たもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜麻、
ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521031020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（浸染し
たもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521031030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（浸染し
たもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521032010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（浸染し
たもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の
一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521032020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（浸染し
たもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521032030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（浸染し
たもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維１０％未満のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521039010 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラミー、
合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521039020 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（浸染したもの）２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１
０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521039030 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
１０％未満のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521041010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（異なる
色の糸のもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が
亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521041020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（異なる
色の糸のもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521041030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（異なる
色の糸のもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃
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521049110 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜麻、
ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）（3枚綾織り又は4枚綾織り
（破れ斜文織りを含む。）のもの）

7.4% 即時撤廃

521049190 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜麻、
ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）（その他のもの）

7.4% 即時撤廃

521049210 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維１０％超のもの）（3枚綾織り又は4枚綾織り（破れ斜文織りを含む。）
のもの）

5.6% 即時撤廃

521049290 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維１０％超のもの））（その他のもの）

5.6% 即時撤廃

521049910 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維１０％以下のもの）（3枚綾織り又は4枚綾織り（破れ斜文織りを含
む。）のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521049990 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維１０％以下のもの））（その他のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521051011 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（ろうけつ
染めしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が
亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521051019 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（なせん
したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜
麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521051021 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（ろうけつ
染めしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521051029 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（なせん
したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521051031 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（ろうけつ
染めしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521051039 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（なせん
したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521059011 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜
麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521059019 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃
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521059021 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521059029 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521059031 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521059039 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521111010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
てないもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜
麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521111020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
てないもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521111030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
てないもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521112010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
てないもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸
の一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521112020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
てないもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊
維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521112030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
てないもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊
維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521119010 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521119020 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521119030 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521120100 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
たもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラミー、合成繊維
又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521120200 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
たもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超の
もの）

5.6% 即時撤廃
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521120900 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（漂白し
たもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下
のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521131010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（浸染し
たもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521131020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（浸染し
たもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521131030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（浸染し
たもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521132010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（浸染し
たもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一
方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521132020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（浸染し
たもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521132030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（浸染し
たもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521139010 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラミー、合
成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521139020 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１
０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521139030 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１
０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521141010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（異なる
色の糸のもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜
麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521141020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（異なる
色の糸のもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521141030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（異なる
色の糸のもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521142010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（デニム）
（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はア
セテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521142020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（デニム）
（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃
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521142030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（デニム）
（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521143010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（異なる
色の糸のもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯
糸の一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521143020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（異なる
色の糸のもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521143030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（異なる
色の糸のもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521149010 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521149020 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521149030 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521151011 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（ろうけつ
染めしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜
麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521151019 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（なせん
したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521151021 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（ろうけつ
染めしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521151029 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（なせん
したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521151031 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（ろうけつ
染めしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521151039 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（なせん
したもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521152011 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（ろうけつ
染めしたもの）（平織のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

7.4% 即時撤廃

521152019 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（ろうけつ
染めしたもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯
糸の一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃
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521152021 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（ろうけつ
染めしたもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521152029 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（なせん
したもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521152031 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（ろうけつ
染めしたもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521152039 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）（なせん
したもの）（３枚又は４枚綾織りのもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521159011 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521159019 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラミー、
合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521159021 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521159029 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１
０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521159031 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521159039 その他の綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維を混用したもの）
（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１
０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521211010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜
麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521211020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521211030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521212010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521212020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃
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521212030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521213010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521213020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521213030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521214010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜
麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521214020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521214030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521215011 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が
亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521215019 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521215021 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521215029 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521215031 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521215039 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521221010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521221020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃
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521221030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（漂白してないもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521222010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521222020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521222030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（漂白したもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521223010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521223020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521223030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（浸染したもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521224010 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜
麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521224020 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521224030 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（異なる色の糸のもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

521225011 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜
麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521225019 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（経緯糸の一方が亜麻、ラ
ミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

521225021 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521225029 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％超のもの）

5.6% 即時撤廃

521225031 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（ろうけつ染めしたもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃
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521225039 綿織物（綿８５％未満のもの）（主として人造繊維以外のものを混用したも
の）（なせんしたもの）（２００ｇ／ｍ２超のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維１０％以下のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

530310000 ジュートその他の紡織用靱皮繊維（生のもの及びレッティングしたもの） 0 即時撤廃

530390000 ジュートその他の紡織用靱皮繊維（生のもの及びレッティングしたもの以外
のもの）及びそのくず

0 即時撤廃

530500000 ココやし、アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)、ラミーその他の植物
性紡織用繊維(他の項に該当するもの及び精紡したものを除く。)並びにそ
のトウ、ノイル及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)

0 即時撤廃

530610000 亜麻糸（単糸） 7.9% 即時撤廃

530620000 亜麻糸（マルチプルヤーン及びケーブルヤーン） 7.9% 即時撤廃

530710000 第５３．０３項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の糸（単糸） 0 即時撤廃

530720000 第５３．０３項のジュートその他の紡織用靱皮繊維（マルチプルヤーン及び
ケーブルヤーン）

0 即時撤廃

530810000 コイヤヤーン 0 即時撤廃

530820000 大麻糸 2% 即時撤廃

530890020 紙糸 2.5% 即時撤廃

530890091 ラミー糸 7.9% 即時撤廃

530890092 その他の植物性紡織用繊維の糸 7.9% 即時撤廃

530911000 亜麻織物（亜麻の重量が全重量の８５％以上のもの）（漂白してないもの
及び漂白したもの）

10% 即時撤廃

530919000 亜麻織物（亜麻の重量が全重量の８５％以上のもの）（その他のもの） 10% 即時撤廃

530921000 亜麻織物（亜麻の重量が全重量の８５％未満のもの）（漂白してないもの
及び漂白したもの）

10% 即時撤廃

530929000 亜麻織物（亜麻の重量が全重量の８５％未満のもの）（その他のもの） 10% 即時撤廃

531010000 第５３．０３項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の織物（漂白してないも
の）

10% 即時撤廃

531090000 第５３．０３項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の織物（漂白してないも
の以外のもの）

10% 即時撤廃

531100010 ラミー織物 10% 即時撤廃

531100020 大麻織物及び紙糸の織物 3.5% 即時撤廃

531100030 その他の植物性紡織用繊維の織物 2.5% 即時撤廃

540110010 縫糸（合成繊維の長繊維のもの）（絹１０％超のもの） 5% 即時撤廃

540110021 縫糸（合成繊維の長繊維のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超
のもの）

6.6% 即時撤廃

540110022 縫糸（合成繊維の長繊維のもの）（その他のもの） 4% 即時撤廃
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540120010 縫糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）（絹１０％超のもの） 5% 即時撤廃

540120021 縫糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）（アセテート繊維又はこ
れと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の５０％を超えるもの）

6.6% 即時撤廃

540120022 縫糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）（その他のもの） 4% 即時撤廃

540211000 強力糸（ナイロンその他のポリアミドの長繊維のもの）（縫糸及び小売用の
糸以外のもの）（アラミド繊維のもの）

2.7% 即時撤廃

540219100 強力糸（ナイロンその他のポリアミドの長繊維のもの）（縫糸及び小売用の
糸以外のもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540219210 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の５
０％を超えるもの（よってないもの及びより数が１メートルにつき５０以下の
もの）（強力糸（ナイロンその他のポリアミドの長繊維のもの））（縫糸及び小
売用の糸以外のもの）

5.3% 即時撤廃

540219220 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の５
０％を超えるもの（より数が１メートルにつき５０を超えるもの）（強力糸（ナ
イロンその他のポリアミドの長繊維のもの））（縫糸及び小売用の糸以外の
もの）

6.6% 即時撤廃

540219900 強力糸（ナイロンその他のポリアミドの長繊維のもの）（縫糸及び小売用の
糸以外のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540220010 強力糸（ポリエステルの長繊維のもの）（絹１０％超のもの） 5% 即時撤廃

540220021 強力糸（ポリエステルの長繊維のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）
（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％のもの）

6.6% 即時撤廃

540220022 強力糸（ポリエステルの長繊維のもの）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）
（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540231010 テクスチャード加工糸（強力糸を除く。）（ナイロンその他のポリアミドの長繊
維のもの）（構成単糸５０テックス以下のもの）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540231021 テクスチャード加工糸（強力糸を除く。）（ナイロンその他のポリアミドの長繊
維のもの）（構成単糸５０テックス以下のもの）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のも
の）

6.6% 即時撤廃

540231022 テクスチャード加工糸（強力糸を除く。）（ナイロンその他のポリアミドの長繊
維のもの）（構成単糸５０テックス以下のもの）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下の
もの）

4% 即時撤廃

540232010 テクスチャード加工糸（強力糸を除く。）（ナイロンその他のポリアミドの長繊
維のもの）（構成単糸５０テックス超のもの）（縫糸及び小売用の糸以外の
もの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540232021 テクスチャード加工糸（強力糸を除く。）（ナイロンその他のポリアミドの長繊
維のもの）（構成単糸５０テックス超のもの）（縫糸及び小売用の糸以外の
もの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のも
の）（構成単糸８８テックス超のもの）

6.6% 即時撤廃

540232022 テクスチャード加工糸（強力糸を除く。）（ナイロンその他のポリアミドの長繊
維のもの）（構成単糸５０テックス超のもの）（縫糸及び小売用の糸以外の
もの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）
（構成単糸８８テックス以下のもの）

6.6% 即時撤廃
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540232029 テクスチャード加工糸（強力糸を除く。）（ナイロンその他のポリアミドの長繊
維のもの）（構成単糸５０テックス超のもの）（縫糸及び小売用の糸以外の
もの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のも
の）

4% 即時撤廃

540233010 テクスチャード加工糸（強力糸を除く。）（ポリエステルの長繊維のもの）（縫
糸及び小売用の糸以外のもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540233021 テクスチャード加工糸（強力糸を除く。）（ポリエステルの長繊維のもの）（縫
糸及び小売用の糸以外のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540233022 テクスチャード加工糸（強力糸を除く。）（ポリエステルの長繊維のもの）（縫
糸及び小売用の糸以外のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540234100 テクスチャード加工糸（ポリプロピレン）（縫糸及び小売用の糸以外のもの）
（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540234910 テクスチャード加工糸（ポリプロピレンの長繊維のもの）（縫糸及び小売用
の糸以外のもの）（絹１０％以下のもの）合成繊維又はアセテート繊維５
０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540234990 テクスチャード加工糸（ポリプロピレンの長繊維のもの）（縫糸及び小売用
の糸以外のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５
０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540239010 テクスチャード加工糸（その他の合成繊維の長繊維のもの）（縫糸及び小
売用の糸以外のもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540239021 テクスチャード加工糸（その他の合成繊維の長繊維のもの）（縫糸及び小
売用の糸以外のもの）（絹１０％以下のもの）合成繊維又はアセテート繊維
５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540239022 テクスチャード加工糸（その他の合成繊維の長繊維のもの）（縫糸及び小
売用の糸以外のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540244100 合成繊維の長繊維の糸（弾性を有する単糸）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540244910 合成繊維の長繊維の糸（弾性を有する単糸）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のもの）（アラミド繊維
のもの）

2.7% 即時撤廃

540244921 合成繊維の長繊維の糸（弾性を有する単糸）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維５０％超のもの）（ナイロンその他のポリアミドのもの）

5.3% 即時撤廃

540244922 合成繊維の長繊維の糸（弾性を有する単糸）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維５０％超のもの）（ポリエステルのもの）

6.6% 即時撤廃

540244929 合成繊維の長繊維の糸（弾性を有する単糸）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維５０％超のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

540244990 合成繊維の長繊維の糸（弾性を有する単糸）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃
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540245100 合成繊維の長繊維の糸（ナイロンその他のポリアミドの単糸）（縫糸及び小
売用の糸以外のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540245910 合成繊維の長繊維の糸（ナイロンその他のポリアミドの単糸）（縫糸及び小
売用の糸以外のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のも
の）（アラミド繊維のもの）

2.7% 即時撤廃

540245991 合成繊維の長繊維の糸（ナイロンその他のポリアミドの単糸）（縫糸及び小
売用の糸以外のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）（アラミド繊維以外のも
の）

5.3% 即時撤廃

540245999 合成繊維の長繊維の糸（ナイロンその他のポリアミドの単糸）（縫糸及び小
売用の糸以外のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）（アラミド繊維以外の
もの）

4% 即時撤廃

540246100 合成繊維の長繊維の糸（ポリエステルの単糸）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％超のもの）（部分的に配向
性を与えたもの）

5% 即時撤廃

540246910 合成繊維の長繊維の糸（ポリエステルの単糸）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維５０％超のもの）（部分的に配向性を与えたもの）

6.6% 即時撤廃

540246990 合成繊維の長繊維の糸（ポリエステルの単糸）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維５０％以下のもの）（部分的に配向性を与えたもの）

4% 即時撤廃

540247100 合成繊維の長繊維の糸（ポリエステルの単糸）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％超のもの）（その他のもの）

5% 即時撤廃

540247910 合成繊維の長繊維の糸（ポリエステルの単糸）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維５０％超のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

540247990 合成繊維の長繊維の糸（ポリエステルの単糸）（縫糸及び小売用の糸以外
のもの）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維５０％以下のもの）（その他のもの）

4% 即時撤廃

540248100 合成繊維の長繊維の糸（ポリプロピレンの単糸）（縫糸及び小売用の糸以
外のもの）（その他の単糸）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％超のも
の）

5% 即時撤廃

540248910 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（その他の単
糸）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540248990 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（その他の単
糸）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540249010 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（その他の単
糸）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540249021 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（その他の単
糸）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540249022 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（その他の単
糸）（より数５０回／ｍ以下のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃
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540251010 ナイロンその他のポリアミドの単糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（よ
り数５０回／ｍ超のもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540251021 ナイロンその他のポリアミドの単糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（よ
り数５０回／ｍ超のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540251022 ナイロンその他のポリアミドの単糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（よ
り数５０回／ｍ超のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540252010 ポリエステルの単糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（より数５０回／ｍ
超のもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540252021 ポリエステルの単糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（より数５０回／ｍ
超のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超の
もの）

6.6% 即時撤廃

540252022 ポリエステルの単糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（より数５０回／ｍ
超のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下
のもの）

4% 即時撤廃

540253010 ポリプロピレンの単糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（より数５０回／
ｍ超のもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540253021 ポリプロピレンの単糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（より数５０回／
ｍ超のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超
のもの）

6.6% 即時撤廃

540253022 ポリプロピレンの単糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（より数５０回／
ｍ超のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以
下のもの）

4% 即時撤廃

540259010 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（その他の単
糸）（より数５０回／ｍ超のもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540259021 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（その他の単
糸）（より数５０回／ｍ超のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540259022 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（その他の単
糸）（より数５０回／ｍ超のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540261010 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（マルチプル
ヤーン及びケーブルヤーン）（ナイロンその他のポリアミドのもの）（絹１０％
超のもの）

5% 即時撤廃

540261021 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（マルチプル
ヤーン及びケーブルヤーン）（ナイロンその他のポリアミドのもの）（絹１０％
以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540261022 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（マルチプル
ヤーン及びケーブルヤーン）（ナイロンその他のポリアミドのもの）（絹１０％
以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540262010 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（マルチプル
ヤーン及びケーブルヤーン）（ポリエステルのもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540262021 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（マルチプル
ヤーン及びケーブルヤーン）（ポリエステルのもの）（絹１０％以下のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃
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540262022 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（マルチプル
ヤーン及びケーブルヤーン）（ポリエステルのもの）（絹１０％以下のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540263010 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（マルチプル
ヤーン及びケーブルヤーン）（ポリプロピレンのもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540263021 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（マルチプル
ヤーン及びケーブルヤーン）（ポリプロピレンのもの）（絹１０％以下のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540263022 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（マルチプル
ヤーン及びケーブルヤーン）（ポリプロピレンのもの）（絹１０％以下のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540269010 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（マルチプル
ヤーン及びケーブルヤーン）（その他の繊維のもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540269021 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（マルチプル
ヤーン及びケーブルヤーン）（その他の繊維のもの）（絹１０％以下のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540269022 合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（マルチプル
ヤーン及びケーブルヤーン）（その他の繊維のもの）（絹１０％以下のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540310010 強力糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）（縫糸及び小売用の
糸以外のもの）（ビスコースレーヨンのもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540310020 強力糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）（縫糸及び小売用の
糸以外のもの）（ビスコースレーヨンのもの）（絹１０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540331100 ビスコースレーヨンの単糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）
（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（より数１２０回／ｍ以下のもの）（絹１
０％超のもの）

5% 即時撤廃

540331910 ビスコースレーヨンの単糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）
（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又は
アセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540331990 ビスコースレーヨンの単糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）
（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（より数１２０回／ｍ以下のもの）（絹１
０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540332100 ビスコースレーヨンの単糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）
（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（より数１２０回／ｍ超のもの）（絹１
０％超のもの）

5% 即時撤廃

540332910 ビスコースレーヨンの単糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）
（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（より数１２０回／ｍ超のもの）（絹１
０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540332990 ビスコースレーヨンの単糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）
（縫糸及び小売用の糸以外のもの）（より数１２０回／ｍ超のもの）（絹１
０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540333010 アセテートの単糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）（縫糸及び
小売用の糸以外のもの）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃
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540333021 アセテートの単糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）（縫糸及び
小売用の糸以外のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540333022 アセテートの単糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）（縫糸及び
小売用の糸以外のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540339010 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のも
の）（その他の単糸）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540339021 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のも
の）（その他の単糸）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540339022 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のも
の）（その他の単糸）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540341100 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のも
の）（ビスコースレーヨンのマルチプルヤーン及びケーブルヤーン）（絹１
０％超のもの）

5% 即時撤廃

540341910 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のも
の）（ビスコースレーヨンのマルチプルヤーン及びケーブルヤーン）（絹１
０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540341990 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のも
の）（ビスコースレーヨンのマルチプルヤーン及びケーブルヤーン）（絹１
０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540342010 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のも
の）（アセテートのマルチプルヤーン及びケーブルヤーン）（絹１０％超のも
の）

5% 即時撤廃

540342021 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のも
の）（アセテートのマルチプルヤーン及びケーブルヤーン）（絹１０％以下の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540342022 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のも
の）（アセテートのマルチプルヤーン及びケーブルヤーン）（絹１０％以下の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540349010 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のも
の）（その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン）（絹１０％超のもの）

5% 即時撤廃

540349021 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のも
の）（その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン）（絹１０％以下のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

540349022 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸及び小売用の糸以外のも
の）（その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン）（絹１０％以下のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

540411000 弾性を有するドの単繊維（６７デシテックス以上のもので、横断面の最大寸
法が１ｍｍ以下のもの）

6.6% 即時撤廃

540412000 ポリプロピレンの単繊維（６７デシテックス以上のもので、横断面の最大寸
法が１ｍｍ以下のもの）

6.6% 即時撤廃
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540419010 ナイロンその他のポリアミドの単繊維（６７デシテックス以上のもので、横断
面の最大寸法が１ｍｍ以下のもの）

6.6% 即時撤廃

540419090 単繊維（ポリアミド以外の合成繊維のもの）（６７デシテックス以上のもの
で、横断面の最大寸法が１ｍｍ以下のもの）

6.6% 即時撤廃

540490000 合成繊維材料のストリップ（６７デシテックス以上のもので、横断面の最大
寸法が１ｍｍ以下のもの）

6.6% 即時撤廃

540500000 再生繊維又は半合成繊維の単繊維（６７デシテックス以上のもので、横断
面の最大寸法が１ｍｍ以下のもの）及び再生繊維又は羊合成繊維の材料
のストリップ

3.5% 即時撤廃

540600100 人造繊維の長繊維の糸（小売用のもの）（絹１０％超のもの） 5% 即時撤廃

540600910 人造繊維の長繊維の糸（小売用のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維５０％超のもの）

5.8% 即時撤廃

540600990 人造繊維の長繊維の糸（小売用のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維５０％以下のもの）

3.5% 即時撤廃

540710011 合成繊維の長繊維の強力糸（ナイロンその他のポリアミド又はポリエステ
ルのもの）の織物（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５
０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540710019 合成繊維の長繊維の強力糸（ナイロンその他のポリアミド又はポリエステ
ルのもの）の織物（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５
０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540710081 合成繊維の長繊維の強力糸（ナイロンその他のポリアミド又はポリエステ
ルのもの）の織物（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの
並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）（ナイロンそ
の他ポリアミド８５％以上のもの）

5.3% 即時撤廃

540710089 合成繊維の長繊維の強力糸（ナイロンその他のポリアミド又はポリエステ
ルのもの）の織物（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの
並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）（ナイロンそ
の他ポリアミド８５％未満のもの）

5.3% 即時撤廃

540710090 合成繊維の長繊維の強力糸（ナイロンその他のポリアミド又はポリエステ
ルのもの）の織物（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの
並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540720011 合成繊維のストリップの織物（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540720019 合成繊維のストリップの織物（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のも
の）

6.6% 即時撤廃

540720091 合成繊維のストリップの織物（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみか
ら成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）

5.3% 即時撤廃

540720092 合成繊維のストリップの織物（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維又はこ
れとアセテート繊維の材料を合わせたものが５０％を超えるもの及び経緯
材のうち一方がこれらの繊維の材料のもの）（特定合成繊維のみから成る
もの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの以外のも
の）

6.6% 即時撤廃

540720099 合成繊維のストリップの織物（絹１０％以下のもの）（その他のもの） 8% 即時撤廃
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540730011 この部の注９の織物（合成繊維の長繊維の糸のもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540730019 この部の注９の織物（合成繊維の長繊維の糸のもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540730091 この部の注９の織物（合成繊維の長繊維の糸のもの）（絹１０％以下のも
の）（特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート
繊維のみから成るもの）

5.3% 即時撤廃

540730092 この部の注９の織物（合成繊維の長繊維の糸のもの）（絹１０％以下のも
の）（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸
のうち一方がこれらの繊維のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並び
に特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540730099 この部の注９の織物（合成繊維の長繊維の糸のもの）（絹１０％以下のも
の）（その他のもの）

8% 即時撤廃

540741010 その他の織物（ナイロンその他のポリアミドの長繊維８５％以上のもの）（漂
白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）

8.8% 即時撤廃

540741023 その他の織物（ナイロンその他のポリアミドの長繊維８５％以上のもの）（漂
白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維の
みから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るも
の）

5.7% 即時撤廃

540741029 その他の織物（ナイロンその他のポリアミドの長繊維８５％以上のもの）（漂
白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維の
みから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るも
の以外のもの）

7.1% 即時撤廃

540742010 その他の織物（ナイロンその他のポリアミドの長繊維８５％以上のもの）（浸
染したもの）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃

540742021 その他の織物（ナイロンその他のポリアミドの長繊維８５％以上のもの）（浸
染したもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並び
に特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）

5.3% 即時撤廃

540742022 その他の織物（ナイロンその他のポリアミドの長繊維８５％以上のもの）（浸
染したもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並び
に特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540743010 その他の織物（ナイロンその他のポリアミドの長繊維８５％以上のもの）（異
なる色の糸のもの）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃

540743021 その他の織物（ナイロンその他のポリアミドの長繊維８５％以上のもの）（異
なる色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るも
の並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）

5.3% 即時撤廃

540743022 その他の織物（ナイロンその他のポリアミドの長繊維８５％以上のもの）（異
なる色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るも
の並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540744010 その他の織物（ナイロンその他のポリアミドの長繊維８５％以上のもの）（な
せんしたもの）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃
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540744021 その他の織物（ナイロンその他のポリアミドの長繊維８５％以上のもの）（な
せんしたもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並
びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）

5.3% 即時撤廃

540744022 その他の織物（ナイロンその他のポリアミドの長繊維８５％以上のもの）（な
せんしたもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並
びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540751010 その他の織物（テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維８５％以上
のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）

8.8% 即時撤廃

540751023 その他の織物（テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維８５％以上
のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（特定
合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみ
から成るもの）

5.7% 即時撤廃

540751029 その他の織物（テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維８５％以上
のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（特定
合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみ
から成るもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

540752010 その他の織物（テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維８５％以上
のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃

540752021 その他の織物（テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維８５％以上
のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成
るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）

5.3% 即時撤廃

540752022 その他の織物（テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維８５％以上
のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成
るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの以外の
もの）

6.6% 即時撤廃

540753010 その他の織物（テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維８５％以上
のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃

540753021 その他の織物（テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維８５％以上
のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみ
から成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）

5.3% 即時撤廃

540753022 その他の織物（テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維８５％以上
のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみ
から成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540754010 その他の織物（テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維８５％以上
のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃

540754021 その他の織物（テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維８５％以上
のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから
成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）

5.3% 即時撤廃

540754022 その他の織物（テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維８５％以上
のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから
成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの以外
のもの）

6.6% 即時撤廃

540761010 その他の織物（テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維８５％
以上のもの）（絹１０％超のもの）

8.8% 即時撤廃
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540761021 その他の織物（テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維８５％
以上のもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並び
に特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）（漂白してないも
の及び漂白したもの）

5.7% 即時撤廃

540761022 その他の織物（テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維８５％
以上のもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並び
に特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）（浸染したもの）

5.7% 即時撤廃

540761023 その他の織物（テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維８５％
以上のもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並び
に特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）（異なる色の糸の
もの）

5.7% 即時撤廃

540761024 その他の織物（テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維８５％
以上のもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並び
に特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）（なせんしたもの）

5.7% 即時撤廃

540761029 その他の織物（テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維８５％
以上のもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並び
に特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

540769010 その他の織物（ポリエステルの長繊維の重量が全重量の８５％以上のも
の）（テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維８５％以上のもの
を除く。）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃

540769021 その他の織物（ポリエステルの長繊維の重量が全重量の８５％以上のも
の）（テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維８５％以上のもの
を除く。）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並びに特
定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）（漂白してないもの及
び漂白したもの）

5.3% 即時撤廃

540769022 その他の織物（ポリエステルの長繊維の重量が全重量の８５％以上のも
の）（テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維８５％以上のもの
を除く。）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並びに特
定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）（浸染したもの）

5.3% 即時撤廃

540769023 その他の織物（ポリエステルの長繊維の重量が全重量の８５％以上のも
の）（テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維８５％以上のもの
を除く。）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並びに特
定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）（異なる色の糸のもの）

5.3% 即時撤廃

540769024 その他の織物（ポリエステルの長繊維の重量が全重量の８５％以上のも
の）（テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維８５％以上のもの
を除く。）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並びに特
定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）（なせんしたもの）

5.3% 即時撤廃

540771010 その他の織物（合成繊維の長繊維の重量が全重量の８５％以上のもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃

540771021 その他の織物（合成繊維の長繊維の重量が全重量の８５％以上のもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊
維又はアセテート繊維５０％を超えるもの及び経緯糸のうち一方がこれら
の繊維のもの）

5.3% 即時撤廃

540771022 その他の織物（合成繊維の長繊維の重量が全重量の８５％以上のもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊
維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸のうち一方がこれ
らの繊維のもの以外のもの）

8% 即時撤廃

540772010 その他の織物（合成繊維の長繊維の重量が全重量の８５％以上のもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃
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540772021 その他の織物（合成繊維の長繊維の重量が全重量の８５％以上のもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のも
の）（特定合成繊維又はアセテート繊維５０％を超えるもの及び経緯糸のう
ち一方がこれらの繊維のもの）

5.3% 即時撤廃

540772022 その他の織物（合成繊維の長繊維の重量が全重量の８５％以上のもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のも
の）（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸
のうち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

8% 即時撤廃

540773010 その他の織物（合成繊維の長繊維の重量が全重量の８５％以上のもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％超
のもの）

8.2% 即時撤廃

540773021 その他の織物（合成繊維の長繊維の重量が全重量の８５％以上のもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％以
下のもの）（特定合成繊維又はアセテート繊維５０％を超えるもの及び経緯
糸のうち一方がこれらの繊維のもの）

5.3% 即時撤廃

540773022 その他の織物（合成繊維の長繊維の重量が全重量の８５％以上のもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％以
下のもの）（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの及び経
緯糸のうち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

8% 即時撤廃

540774010 その他の織物（合成繊維の長繊維の重量が全重量の８５％以上のもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のも
の）

8.2% 即時撤廃

540774021 その他の織物（合成繊維の長繊維の重量が全重量の８５％以上のもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のも
の）（特定合成繊維又はアセテート繊維５０％を超えるもの及び経緯糸のう
ち一方がこれらの繊維のもの）

5.3% 即時撤廃

540774022 その他の織物（合成繊維の長繊維の重量が全重量の８５％以上のもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のも
の）（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸
のうち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

8% 即時撤廃

540781011 合成繊維の長繊維の糸の織物（合成繊維の長繊維８５％未満、混用繊維
の全部又は大部分が綿のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹
１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯
糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540781019 合成繊維の長繊維の糸の織物（合成繊維の長繊維８５％未満、混用繊維
の全部又は大部分が綿のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹
１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯
糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540781090 合成繊維の長繊維の糸の織物（合成繊維の長繊維８５％未満、混用繊維
の全部又は大部分が綿のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹
１０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃

540782011 合成繊維の長繊維の糸の織物（合成繊維の長繊維８５％未満、混用繊維
の全部又は大部分が綿のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの
繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540782019 合成繊維の長繊維の糸の織物（合成繊維の長繊維８５％未満、混用繊維
の全部又は大部分が綿のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの
繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃
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540782090 合成繊維の長繊維の糸の織物（合成繊維の長繊維８５％未満、混用繊維
の全部又は大部分が綿のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃

540783011 合成繊維の長繊維の糸の織物（合成繊維の長繊維８５％未満、混用繊維
の全部又は大部分が綿のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％超のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方が
これらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540783019 合成繊維の長繊維の糸の織物（合成繊維の長繊維８５％未満、混用繊維
の全部又は大部分が綿のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％超のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方が
これらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540783090 合成繊維の長繊維の糸の織物（合成繊維の長繊維８５％未満、混用繊維
の全部又は大部分が綿のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％以下のも
の）

6.6% 即時撤廃

540784011 合成繊維の長繊維の糸の織物（合成繊維の長繊維８５％未満、混用繊維
の全部又は大部分が綿のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合
成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれら
の繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540784019 合成繊維の長繊維の糸の織物（合成繊維の長繊維８５％未満、混用繊維
の全部又は大部分が綿のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合
成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれら
の繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540784090 合成繊維の長繊維の糸の織物（合成繊維の長繊維８５％未満、混用繊維
の全部又は大部分が綿のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃

540791011 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（漂白してないもの及び漂白し
たもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のも
の及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540791019 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（漂白してないもの及び漂白し
たもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のも
の及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540791091 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（漂白してないもの及び漂白し
たもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超の
もの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）（特定合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸のうち一方がこれらの繊維の
もの以外のもの）

10% 即時撤廃

540791099 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（漂白してないもの及び漂白し
たもの）（絹１０％以下のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

540792011 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方が
これらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540792019 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方が
これらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540792091 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一
方がこれらの繊維のもの）（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超
えるもの及び経緯糸のうち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

10% 即時撤廃

540792099 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下
のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃
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540793011 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１
０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸
の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540793019 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１
０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸
の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540793091 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１
０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯
糸の一方がこれらの繊維のもの）（特定合成繊維又はアセテート繊維が５
０％を超えるもの及び経緯糸のうち一方がこれらの繊維のもの以外のも
の）

10% 即時撤廃

540793099 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１
０％以下のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

540794011 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方
がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540794019 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方
がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540794091 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一
方がこれらの繊維のもの）（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超
えるもの及び経緯糸のうち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

10% 即時撤廃

540794099 その他の織物（合成繊維の長繊維のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下
のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

540810010 強力糸（ビスコースレーヨンの長繊維のもの）の織物（絹１０％超のもの） 6.6% 即時撤廃

540810020 強力糸（ビスコースレーヨンの長繊維のもの）の織物（絹１０％以下のもの） 4% 即時撤廃

540821011 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃

540821019 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

540821091 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方が
これらの繊維のもの）

7.1% 即時撤廃

540821099 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方が
これらの繊維のもの以外のもの）

4.3% 即時撤廃

540822011 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃
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540822019 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以
外のもの）

6.6% 即時撤廃

540822091 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

540822099 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以
外のもの）

4% 即時撤廃

540823011 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又は
アセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のも
の）

8.2% 即時撤廃

540823019 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又は
アセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの
以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540823091 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（異なる色のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

540823099 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（異なる色のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以
外のもの）

4% 即時撤廃

540824011 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540824019 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以
外のもの）

6.6% 即時撤廃

540824091 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

540824099 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維８５％以上のもの）（強力糸のも
の以外のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以
外のもの）

4% 即時撤廃

540831011 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（漂白してないもの及び漂白
したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超の
もの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃

540831019 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（漂白してないもの及び漂白
したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超の
もの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

540831091 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（漂白してないもの及び漂白
したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超
のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

7.1% 即時撤廃
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540831099 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（漂白してないもの及び漂白
したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超
のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4.3% 即時撤廃

540832011 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％超の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方
がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540832019 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％超の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方
がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540832091 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一
方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

540832099 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一
方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

540833011 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１
０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸
の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540833019 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１
０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸
の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540833091 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１
０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯
糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

540833099 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１
０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯
糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

540834011 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一
方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

540834019 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一
方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

540834091 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以
下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の
一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃
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540834099 織物（再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸のもので、これらの繊維８
５％未満のもの）（強力糸のもの以外のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以
下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の
一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

550110100 メタ－アラミドの長繊維のトウ 0 即時撤廃

550110900 ナイロンその他のポリアミドの長繊維のトウ（その他のもの） 6.6% 即時撤廃

550120000 ポリエステルの長繊維のトウ 6.6% 即時撤廃

550130000 アクリル又はモダクリルの長繊維のトウ 6.6% 即時撤廃

550140000 ポリプロピレンの長繊維のトウ 6.6% 即時撤廃

550190000 合成繊維の長繊維のトウ（その他のもの） 6.6% 即時撤廃

550210000 アセテートの長繊維のトウ 5.8% 即時撤廃

550290000 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ（アセテートのものを除く。） 3.5% 即時撤廃

550311000 アラミドの短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除
く。）

5.3% 即時撤廃

550319000 ナイロンその他のポリアミドの短繊維（カード、コームその他の紡績準備の
処理をしたものを除く。）（アラミド以外のもの）

5.3% 即時撤廃

550320010 ポリエステルの短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたも
のを除く。）（３．８８デシテックスを超え２２．２３デシテックス未満のもの）
（長さが２５ｍｍ以上８０ｍｍ以下のもの）

6.6% 即時撤廃

550320090 ポリエステルの短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたも
のを除く。）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

550330000 アクリル又はモダクリルの短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処
理をしたものを除く。）

6.6% 即時撤廃

550340000 ポリプロピレンの短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたも
のを除く。）

6.6% 即時撤廃

550390010 合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを
除く。）（その他のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

550390020 合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを
除く。）（その他のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

550410000 ビスコースレーヨンの短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をし
たものを除く。）

4% 即時撤廃

550490010 再生繊維又は半合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡績準備の
処理をしたものを除く。）（ビスコースレーヨンのもの以外のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

550490020 再生繊維又は半合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡績準備の
処理をしたものを除く。）（ビスコースレーヨンのもの以外のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

550510000 合成繊維のくず 0 即時撤廃

550520000 再生繊維又は半合成繊維のくず 0 即時撤廃
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550610000 ナイロンその他のポリアミドの短繊維（カード、コームその他の紡績準備の
処理をしたもの）

6.6% 即時撤廃

550620000 ポリエステルの短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたも
の）

6.6% 即時撤廃

550630000 アクリル又はモダクリルの短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処
理をしたもの）

6.6% 即時撤廃

550640100 ポリプロピレンの短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたも
の）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

550640900 ポリプロピレンの短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をしたも
の）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

3.5% 即時撤廃

550690010 その他の合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をし
たもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

550690020 その他の合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡績準備の処理をし
たもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

3.5% 即時撤廃

550700010 再生繊維又は半合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡績準備の
処理をしたもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

550700020 再生繊維又は半合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡績準備の
処理をしたもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

3.5% 即時撤廃

550810000 合成繊維の短繊維の縫糸 6.6% 即時撤廃

550820010 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の縫糸（合成繊維又はアセテート繊維
５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

550820020 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の縫糸（合成繊維又はアセテート繊維
５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

550911000 合成繊維の単糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（ナイロンその
他のポリアミドの短繊維８５％以上のもの）

6.6% 即時撤廃

550912000 合成繊維のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（縫糸及び小売用にし
たもの以外のもの）（ナイロンその他のポリアミドの短繊維８５％以上のも
の）

6.6% 即時撤廃

550921000 合成繊維の単糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（ポリエステル
の短繊維８５％以上のもの）

6.6% 即時撤廃

550922000 合成繊維のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（縫糸及び小売用にし
たもの以外のもの）（ポリエステルの短繊維８５％以上のもの）

6.6% 即時撤廃

550931000 合成繊維の単糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（アクリル又は
モダクリルの短繊維８５％以上のもの）

6.6% 即時撤廃

550932000 合成繊維のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（縫糸及び小売用にし
たもの以外のもの）（アクリル又はモダクリルの短繊維８５％以上のもの）

6.6% 即時撤廃

550941000 合成繊維の単糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（合成繊維の短
繊維８５％以上のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

550942000 合成繊維のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（縫糸及び小売用にし
たもの以外のもの）（合成繊維の短繊維８５％以上のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃
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550951010 ポリエステルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（合成繊
維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が再生繊維
又は半合成繊維の短繊維のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超
のもの）

6.6% 即時撤廃

550951020 ポリエステルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（合成繊
維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が再生繊維
又は半合成繊維の短繊維のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以
下のもの）

4% 即時撤廃

550952010 ポリエステルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（合成繊
維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は
繊獣毛のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

550952020 ポリエステルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（合成繊
維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は
繊獣毛のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

550953010 ポリエステルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（合成繊
維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

550953020 ポリエステルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（合成繊
維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

550959010 ポリエステルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（合成繊
維又はアセテート繊維５０％超のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

550959020 ポリエステルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（合成繊
維又はアセテート繊維５０％以下のもの）（その他のもの）

4% 即時撤廃

550961010 アクリル又はモダクリルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のも
の）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

550961020 アクリル又はモダクリルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のも
の）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

550962010 アクリル又はモダクリルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のも
の）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

550962020 アクリル又はモダクリルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のも
の）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

550969010 アクリル又はモダクリルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

550969020 アクリル又はモダクリルの紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）（その他のもの）

4% 即時撤廃

550991010 合成繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（混用繊維の
全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

550991020 合成繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（混用繊維の
全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃
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550992010 合成繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（混用繊維の
全部又は大部分が綿のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のも
の）

6.6% 即時撤廃

550992020 合成繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（混用繊維の
全部又は大部分が綿のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下の
もの）

4% 即時撤廃

550999010 合成繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（その他の繊
維）（合成繊維又はアセテート繊維５０％超のもの）

6.6% 即時撤廃

550999020 合成繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にしたもの以外のもの）（その他の繊
維）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

551011010 再成繊維又は半合成繊維の単糸（縫糸及び小売用にしたものを除く。）
（再生繊維又は半合成繊維８５％以上のもの）（１９２．３１デシテックス未満
のもの）

4% 即時撤廃

551011020 再成繊維又は半合成繊維の単糸（縫糸及び小売用にしたものを除く。）
（再生繊維又は半合成繊維８５％以上のもの）（１９２．３１デシテックス以上
２３２．５６デシテックス未満のもの）

4% 即時撤廃

551011090 再成繊維又は半合成繊維の単糸（縫糸及び小売用にしたものを除く。）
（再生繊維又は半合成繊維８５％以上のもの）（２３２．５６デシテックス以上
のもの）

4% 即時撤廃

551012000 再成繊維又は半合成繊維のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン（縫糸
及び小売用にしたものを除く。）（再生繊維又は半合成繊維８５％以上のも
の）

4% 即時撤廃

551020000 再成繊維又は半合成繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にしたものを除く。）
（再生繊維又は半合成繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部
分が羊毛又は繊獣毛のもの）

4% 即時撤廃

551030000 再成繊維又は半合成繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にしたものを除く）
（再生繊維又は半合成繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部
分が綿のもの）

4% 即時撤廃

551090000 再成繊維又は半合成繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にしたものを除く。）
（再生繊維又は半合成繊維８５％未満のもの）（その他のもの）

4% 即時撤廃

551110000 合成繊維の紡績糸（小売用にしたもの）（縫糸以外のもの）（合成繊維の短
繊維の重量が全重量の８５％以上のもの）

6.6% 即時撤廃

551120000 合成繊維の紡績糸（小売用にしたもの）（縫糸以外のもの）（合成繊維の短
繊維の重量が全重量の８５％未満のもの）

6.6% 即時撤廃

551130000 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸（小売用にしたもの）（縫糸以外のも
の）

3.3% 即時撤廃

551211010 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルの短繊維８５％以上のもの）（漂
白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）

8.8% 即時撤廃

551211020 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルの短繊維８５％以上のもの）（漂
白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）

5.7% 即時撤廃

551219010 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルの短繊維８５％以上のもの）（その
他のもの）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃

551219020 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルの短繊維８５％以上のもの）（その
他のもの）（絹１０％以下のもの）

5.3% 即時撤廃

551221010 合成繊維の短繊維の織物（アクリル又はモダクリルの短繊維８５％以上の
もの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃
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551221020 合成繊維の短繊維の織物（アクリル又はモダクリルの短繊維８５％以上の
もの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）

5.3% 即時撤廃

551229010 合成繊維の短繊維の織物（アクリル又はモダクリルの短繊維８５％以上の
もの）（その他のもの）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃

551229020 合成繊維の短繊維の織物（アクリル又はモダクリルの短繊維８５％以上の
もの）（その他のもの）（絹１０％以下のもの）

5.3% 即時撤廃

551291010 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％以上のもの）（漂白し
てないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃

551291021 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％以上のもの）（漂白し
てないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維のみ
から成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの）

5.3% 即時撤廃

551291022 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％以上のもの）（漂白し
てないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維又は
アセテート繊維５０％を超えるもの及び経緯糸のうち一方がこれらの繊維
のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセ
テート繊維のみから成るもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551291029 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％以上のもの）（漂白し
てないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（特定合成繊維又は
アセテート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸のうち一方がこれらの繊
維のもの以外のもの）

8% 即時撤廃

551299010 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％以上のもの）（その他
のもの）（絹１０％超のもの）

8.2% 即時撤廃

551299021 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％以上のもの）（絹１
０％以下のもの）（特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及
びアセテート繊維のみから成るもの）

5.3% 即時撤廃

551299022 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％以上のもの）（絹１
０％以下のもの）（特定合成繊維又はアセテート繊維５０％を超えるもの及
び経緯糸のうち一方がこれらの繊維のもの）（特定合成繊維のみから成る
もの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの以外のも
の）

6.6% 即時撤廃

551299029 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％以上のもの）（絹１
０％以下のもの）（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの
及び経緯糸のうち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

8% 即時撤廃

551311011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織りのもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又は
アセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のも
の）

8.8% 即時撤廃

551311019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織りのもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又は
アセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの
以外のもの）

7.1% 即時撤廃

551311090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織りのもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）

7.1% 即時撤廃
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551312011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（３枚綾織り又
は４枚綾織りのもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方
がこれらの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃

551312019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（３枚綾織り又
は４枚綾織りのもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方
がこれらの繊維のもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

551312090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（３枚綾織り又
は４枚綾織りのもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下
のもの）

7.1% 即時撤廃

551313011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織り、３枚綾
織り又は４枚綾織りのもの以外のもの）（漂白してないもの及び漂白したも
の）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及
び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃

551313019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織り、３枚綾
織り又は４枚綾織りのもの以外のもの）（漂白してないもの及び漂白したも
の）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及
び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

551313090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織り、３枚綾
織り又は４枚綾織りのもの以外のもの）（漂白してないもの及び漂白したも
の）（絹１０％以下のもの）

7.1% 即時撤廃

551319011 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２以下のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551319019 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２以下のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551319091 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２以下のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの）（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの
及び経緯糸のうち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

10% 即時撤廃

551319099 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２以下のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）
（その他のもの）

6.6% 即時撤廃
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551321011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織りのもの）
（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％
超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551321019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織りのもの）
（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以
下のもの）

6.6% 即時撤廃

551321090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織りのもの）
（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃

551323011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織り、３枚綾
織り又は４枚綾織りのもの以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551323019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織り、３枚綾
織り又は４枚綾織りのもの以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551323090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織り、３枚綾
織り又は４枚綾織りのもの以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のも
の）

6.6% 即時撤廃

551329011 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２以下のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551329019 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２以下のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外の
もの）

6.6% 即時撤廃

551329091 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２以下のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）
（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸のう
ち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

10% 即時撤廃

551329099 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満、混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下の
もの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

551331011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織りのもの）
（異なる色の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551331019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織りのもの）
（異なる色の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃
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551331090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織りのもの）
（異なる色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃

551339011 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（異なる色の糸のも
の）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及
び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551339019 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（異なる色の糸のも
の）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及
び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551339021 ポリエステル短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用
繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（異なる色の糸の
もの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のも
の及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）（特定合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸のうち一方がこれらの繊維の
もの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551339029 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２以下のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のも
の）（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸
のうち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

10% 即時撤廃

551339099 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（異なる色の糸のも
の）（絹１０％以下のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

551341011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織りのもの）
（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５
０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551341019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織りのもの）
（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５
０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551341090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（平織りのもの）
（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃

551349011 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（なせんしたもの）
（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び
経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551349019 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（なせんしたもの）
（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び
経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃
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551349021 ポリエステル短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用
繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（なせんしたもの）
（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及
び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）（特定合成繊維又はアセテート繊
維が５０％を超えるもの及び経緯糸のうち一方がこれらの繊維のもの以外
のもの）

6.6% 即時撤廃

551349029 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２以下のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）
（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸のう
ち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

10% 即時撤廃

551349099 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２以下のもの）（なせんしたもの）
（絹１０％以下のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

551411011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満、混用繊維の
全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織りのもの）（漂白してな
いもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃

551411019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満、混用繊維の
全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織りのもの）（漂白してな
いもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

551411090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織りのもの）
（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）

7.1% 即時撤廃

551412011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（３枚綾織り又は４
枚綾織りのもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方が
これらの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃

551412019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（３枚綾織り又は４
枚綾織りのもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方が
これらの繊維のもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

551412090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（３枚綾織り又は４
枚綾織りのもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のも
の）

7.1% 即時撤廃

551419111 ポリエステル短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用
繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（漂白してないもの
及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５
０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃

551419119 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合
成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれら
の繊維のもの）

8.2% 即時撤廃
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551419191 ポリエステル短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用
繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（漂白してないもの
及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５
０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

551419199 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合
成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれら
の繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551419911 ポリエステル短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用
繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（漂白してないもの
及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が
５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）（特定合成繊維
又はアセテート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸のうち一方がこれら
の繊維のもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

551419919 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの）（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの
及び経緯糸のうち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

10% 即時撤廃

551419991 ポリエステル短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用
繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（漂白してないもの
及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（その他のもの）

7.1% 即時撤廃

551419999 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）
（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

551421011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織りのもの）
（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％
超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551421019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織りのもの）
（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％
超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551421090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織りのもの）
（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃

551422011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（３枚綾織り又４枚
綾織りのもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551422019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（３枚綾織り又４枚
綾織りのもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外の
もの）

6.6% 即時撤廃
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551422090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（３枚綾織り又４枚
綾織りのもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃

551423011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織り、３枚綾織
り又は４枚綾織りのもの以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551423019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織り、３枚綾織
り又は４枚綾織りのもの以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551423090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織り、３枚綾織
り又は４枚綾織りのもの以外のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃

551429011 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551429019 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のも
の）

6.6% 即時撤廃

551429091 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）（特定
合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸のうち一方
がこれらの繊維のもの以外のもの）

10% 即時撤廃

551429099 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃

551430110 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織りのもの）（異な
る色の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５
０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551430190 合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊
維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織りのもの）（異な
る色の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５
０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551430910 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織りのもの）
（異なる色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃
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551430991 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）
（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸のう
ち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

10% 即時撤廃

551430999 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

551441011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織りのもの）
（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５
０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551441019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織りのもの）
（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５
０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551441090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織りのもの）
（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃

551442011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（３枚綾織り又は４
枚綾織りのもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551442019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（３枚綾織り又は４
枚綾織りのもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以
外のもの）

6.6% 即時撤廃

551442090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（３枚綾織り又は４
枚綾織りのもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃

551443011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織り、３枚綾織
り又は４枚綾織りのもの以外のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551443019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織り、３枚綾織
り又は４枚綾織りのもの以外のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551443090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ２超のもの）（平織り、３枚綾織
り又は４枚綾織りのもの以外のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のも
の）

6.6% 即時撤廃

551449011 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃
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551449019 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外の
もの）

6.6% 即時撤廃

551449091 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）
（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸のう
ち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

10% 即時撤廃

551449099 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステルのもの以外のもの）（合成繊維の
短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は大部分が綿、１７０ｇ／ｍ
２超のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

551511011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分がビスコースレーヨンの短繊維のもの）（絹１
０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸
の一方がこれらの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃

551511019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分がビスコースレーヨンの短繊維のもの）（絹１
０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸
の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

551511090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分がビスコースレーヨンの短繊維のもの）（絹１
０％以下のもの）

7.1% 即時撤廃

551512011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用織物の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（絹１０％超のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方が
これらの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃

551512019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用織物の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（絹１０％超のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

7.1% 即時撤廃

551512090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用織物の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（絹１０％以下のも
の）

7.1% 即時撤廃

551513011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃

551513019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

7.1% 即時撤廃

551513090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混
用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（絹１０％以下のも
の）

7.1% 即時撤廃

551519011 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（絹１
０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸
の一方がこれらの繊維のもの）（その他のもの）

8.8% 即時撤廃
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551519019 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（絹１
０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）（その他の
もの）

7.1% 即時撤廃

551519090 ポリエステルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（絹１
０％以下のもの）（その他のもの）

7.1% 即時撤廃

551521011 アクリル又はモダクリルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（絹１０％
超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の
一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551521019 アクリル又はモダクリルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（絹１０％
超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維５０％以下のもの）

6.6% 即時撤廃

551521090 アクリル又はモダクリルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（絹１０％
以下のもの）

6.6% 即時撤廃

551522011 アクリル又はモダクリルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満の
もの）（混用繊維又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（絹１０％超のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方が
これらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551522019 アクリル又はモダクリルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満の
もの）（混用繊維又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（絹１０％超のも
の）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方が
これらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551522090 アクリル又はモダクリルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満の
もの）（混用繊維又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（絹１０％以下のも
の）

6.6% 即時撤廃

551529011 アクリル又はモダクリルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満の
もの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの
及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）（その他のもの）

8.2% 即時撤廃

551529019 アクリル又はモダクリルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満の
もの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの
及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

551529090 アクリル又はモダクリルの短繊維の織物（合成繊維の短繊維８５％未満の
もの）（絹１０％以下のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

551591011 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステル、アクリル又はモダクリルのもの
以外のもの）（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は
大部分が人造繊維の長繊維のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551591019 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステル、アクリル又はモダクリルのもの
以外のもの）（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は
大部分が人造繊維の長繊維のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はア
セテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以
外のもの）

6.6% 即時撤廃

551591091 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステル、アクリル又はモダクリルのもの
以外のもの）（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は
大部分が人造繊維の長繊維のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又は
アセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のも
の）（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの及び経緯糸
のうち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

10% 即時撤廃
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551591099 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステル、アクリル又はモダクリルのもの
以外のもの）（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（混用繊維の全部又は
大部分が人造繊維の長繊維のもの）（絹１０％以下のもの）（その他のも
の）

6.6% 即時撤廃

551599011 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステル、アクリル又はモダクリルのもの
以外のもの）（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの）（その他のもの）

8.2% 即時撤廃

551599019 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステル、アクリル又はモダクリルのもの
以外のもの）（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（絹１０％超のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの以外のもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

551599091 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステル、アクリル又はモダクリルのもの
以外のもの）（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（絹１０％以下のもの）
（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれ
らの繊維のもの）（特定合成繊維又はアセテート繊維が５０％を超えるもの
及び経緯糸のうち一方がこれらの繊維のもの以外のもの）（その他のもの）

10% 即時撤廃

551599099 合成繊維の短繊維の織物（ポリエステル、アクリル又はモダクリルのもの
以外のもの）（合成繊維の短繊維８５％未満のもの）（絹１０％以下のもの）
（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

551611011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維
のもの）

8.8% 即時撤廃

551611019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維
のもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

551611091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊
維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊
維のもの）

7.1% 即時撤廃

551611099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊
維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊
維のもの以外のもの）

4.3% 即時撤廃

551612011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が
５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551612019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が
５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551612091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

551612099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃
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551613011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551613019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のも
の）

6.6% 即時撤廃

551613091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

551613099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以
外のもの）

4% 即時撤廃

551614011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551614019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維
が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551614091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

551614099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％以上の
もの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊
維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

551621011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（漂白し
てないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃

551621019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（漂白し
てないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外の
もの）

7.1% 即時撤廃

551621091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（漂白し
てないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

7.1% 即時撤廃

551621099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（漂白し
てないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセ
テート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以
外のもの）

4.3% 即時撤廃

551622011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（浸染し
たもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のも
の及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃
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551622019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（浸染し
たもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のも
の及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551622091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（浸染し
たもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超の
もの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

551622099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（浸染し
たもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超の
もの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

551623011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（異なる
色の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％
超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551623019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（異なる
色の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％
超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551623091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（異なる
色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５
０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

551623099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（異なる
色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５
０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

551624011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（なせん
したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超の
もの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551624019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（なせん
したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超の
もの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551624091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（なせん
したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超
のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

551624099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの）（なせん
したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超
のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

551631011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（漂白して
ないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃
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551631019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（漂白して
ないもの及び漂白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート
繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のも
の）

7.1% 即時撤廃

551631091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（漂白して
ないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

7.1% 即時撤廃

551631099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（漂白して
ないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテー
ト繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外の
もの）

4.3% 即時撤廃

551632011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（浸染した
もの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの
及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551632019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（浸染した
もの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの
及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551632091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（浸染した
もの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のも
の及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

551632099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（浸染した
もの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のも
の及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

551633011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（異なる色
の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超
のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551633019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（異なる色
の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超
のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551633091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（異なる色
の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％
超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

551633099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（異なる色
の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％
超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

551634011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（なせんし
たもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のも
の及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃
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551634019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（なせんし
たもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のも
の及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551634091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（なせんし
たもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超の
もの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

551634099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの）（なせんし
たもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超の
もの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

551641011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（漂白してないもの及び漂
白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超
のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃

551641019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維の８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（漂白してないもの及び漂
白したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超
のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

551641091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（漂白してないもの及び漂
白したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％
超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

7.1% 即時撤廃

551641099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（漂白してないもの及び漂
白したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％
超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4.3% 即時撤廃

551642011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（浸染したもの）（絹１０％
超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の
一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551642019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（浸染したもの）（絹１０％
超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の
一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551642091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（浸染したもの）（絹１０％
以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸
の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

551642099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（浸染したもの）（絹１０％
以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸
の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

551643011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（異なる色の糸のもの）
（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び
経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃
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551643019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（異なる色の糸のもの）
（絹１０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び
経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551643091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維の８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（異なる色の糸のもの）
（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及
び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

551643099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（異なる色の糸のもの）
（絹１０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及
び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

551644011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（なせんしたもの）（絹１
０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸
の一方がこれらの繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

551644019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（なせんしたもの）（絹１
０％超のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸
の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551644091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（なせんしたもの）（絹１
０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯
糸の一方がこれらの繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

551644099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（混用繊維の全部又は大部分が綿のもの）（なせんしたもの）（絹１
０％以下のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯
糸の一方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

551691011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方
がこれらの繊維のもの）

8.8% 即時撤廃

551691019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％超の
もの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方
がこれらの繊維のもの以外のもの）

7.1% 即時撤廃

551691091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一
方がこれらの繊維のもの）

7.1% 即時撤廃

551691099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（漂白してないもの及び漂白したもの）（絹１０％以下
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一
方がこれらの繊維のもの以外のもの）

4.3% 即時撤廃

551692011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又は
アセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のも
の）

8.2% 即時撤廃
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551692019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（浸染したもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又は
アセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のもの
以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551692091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のも
の）

6.6% 即時撤廃

551692099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（浸染したもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のも
の以外のもの）

4% 即時撤廃

551693011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊
維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊
維のもの）

8.2% 即時撤廃

551693019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％超のもの）（合成繊
維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊
維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551693091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの
繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

551693099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（異なる色の糸のもの）（絹１０％以下のもの）（合成
繊維又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの
繊維のもの以外のもの）

4% 即時撤廃

551694011 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のも
の）

8.2% 即時撤廃

551694019 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（なせんしたもの）（絹１０％超のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のも
の以外のもの）

6.6% 即時撤廃

551694091 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維が８５％未満の
もの）（その他のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維
又はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維
のもの）

6.6% 即時撤廃

551694099 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物（これらの繊維８５％未満のも
の）（その他のもの）（なせんしたもの）（絹１０％以下のもの）（合成繊維又
はアセテート繊維が５０％超のもの及び経緯糸の一方がこれらの繊維のも
の以外のもの）

4% 即時撤廃

560121000 綿のウォッディング及びその製品 0 即時撤廃

560122000 人造繊維のウォッディング及びその製品 0 即時撤廃

560129000 その他の紡織用繊維のウォッディング及びその製品 0 即時撤廃

560130100 ミルネップ 0 即時撤廃

560130200 紡織用繊維のフロック及びダスト 0 即時撤廃

560210000 ニードルルームフェルト及びステッチボンディング方式により製造した織物
類

5.6% 即時撤廃
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560221000 その他のフェルト（染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを除く。）
（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

5.6% 即時撤廃

560229000 その他のフェルト（染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを除く。）
（その他の紡織用繊維製のもの）

5.6% 即時撤廃

560290000 フェルト（その他のもの） 5.6% 即時撤廃

560311100 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき２５　ｇ以下のも
の）（芳香族ポリアミド繊維製のもの）（電気絶縁用のもの）

0 即時撤廃

560311210 不織布（人造繊維の長繊維のもの）（重量が１ｍ２につき２５　ｇ以下のも
の）（ナイロンその他のポリアミド製のもの）（電気絶縁用を除く。）

4.3% 即時撤廃

560311220 不織布（人造繊維の長繊維のもの）（重量が１ｍ２につき２５　ｇ以下のも
の）（ポリエステル製のもの）

4.3% 即時撤廃

560311230 不織布（人造繊維の長繊維のもの）（重量が１ｍ２につき２５　ｇ以下のも
の）（ポリプロピレン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560311240 不織布（人造繊維の長繊維のもの）（重量が１ｍ２につき２５　ｇ以下のも
の）（ビスコースレーヨン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560311290 不織布（人造繊維の長繊維のもの）（重量が１ｍ２につき２５　ｇ以下のも
の）（その他のもの）

4.3% 即時撤廃

560312100 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき２５　ｇを超え７
０　ｇ以下のもの）（芳香族ポリアミド繊維製のもの）（電気絶縁用のもの）

0 即時撤廃

560312210 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき２５　ｇを超え７
０　ｇ以下のもの）（ナイロンその他のポリアミド製のもの）（電気絶縁用を除
く。）

4.3% 即時撤廃

560312220 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき２５　ｇを超え７
０　ｇ以下のもの）（ポリエステル製のもの）

4.3% 即時撤廃

560312230 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき２５　ｇを超え７
０　ｇ以下のもの）（ポリプロピレン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560312240 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき２５　ｇを超え７
０　ｇ以下のもの）（ビスコースレーヨン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560312290 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき２５　ｇを超え７
０　ｇ以下のもの）（その他のもの）

4.3% 即時撤廃

560313100 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき７０　ｇを超え１
５０　ｇ以下のもの）（芳香族ポリアミド繊維製のもの）（電気絶縁用のもの）

0 即時撤廃

560313210 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき７０　ｇを超え１
５０　ｇ以下のもの）（ナイロンその他のポリアミド製のもの）（電気絶縁用を
除く。）

4.3% 即時撤廃

560313220 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき７０　ｇを超え１
５０　ｇ以下のもの）（ポリエステル製のもの）

4.3% 即時撤廃

560313230 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき７０　ｇを超え１
５０　ｇ以下のもの）（ポリプロピレン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560313240 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき７０　ｇを超え１
５０　ｇ以下のもの）（ビスコースレーヨン製のもの）

4.3% 即時撤廃
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560313290 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき７０　ｇを超え１
５０　ｇ以下のもの）（その他のもの）

4.3% 即時撤廃

560314100 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき１５０　ｇを超え
るもの）（芳香族ポリアミド繊維製のもの）（電気絶縁用のもの）

0 即時撤廃

560314210 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき１５０　ｇを超え
るもの）（ナイロンその他のポリアミド製のもの）（電気絶縁用を除く。）

4.3% 即時撤廃

560314220 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき１５０　ｇを超え
るもの）（ポリエステル製のもの）

4.3% 即時撤廃

560314230 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき１５０　ｇを超え
るもの）（ポリプロピレン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560314240 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき１５０　ｇを超え
るもの）（ビスコースレーヨン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560314290 不織布（人造繊維の長繊維製のもの）（重量が１ｍ２につき１５０　ｇを超え
るもの）（その他のもの）

4.3% 即時撤廃

560391100 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき２５　ｇ
以下のもの）（芳香族ポリアミド繊維製のもの）（電気絶縁用のもの）

0 即時撤廃

560391210 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき２５　ｇ
以下のもの）（ナイロンその他のポリアミド製のもの）（電気絶縁用を除く。）

4.3% 即時撤廃

560391220 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき２５　ｇ
以下のもの）（ポリエステル製のもの）

4.3% 即時撤廃

560391230 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき２５　ｇ
以下のもの）（ポリプロピレン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560391240 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき２５　ｇ
以下のもの）（ビスコースレーヨン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560391290 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき２５　ｇ
以下のもの）（その他のもの）

4.3% 即時撤廃

560392100 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１平方メートにつき２
５　ｇを超え７０　ｇ以下のもの）（芳香族ポリアミド繊維製のもの）（電気絶縁
用のもの）

0 即時撤廃

560392210 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき２５　ｇを
超え７０　ｇ以下のもの）（ナイロンその他のポリアミド製のもの）（電気絶縁
用を除く。）

4.3% 即時撤廃

560392220 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき２５　ｇを
超え７０　ｇ以下のもの）（ポリエステル製のもの）

4.3% 即時撤廃

560392230 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき２５　ｇを
超え７０　ｇ以下のもの）（ポリプロピレン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560392240 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき２５　ｇを
超え７０　ｇ以下のもの）（ビスコースレーヨン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560392290 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき２５　ｇを
超え７０　ｇ以下のもの）（その他のもの）

4.3% 即時撤廃
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560393100 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき７０　ｇを
超え１５０　ｇ以下のもの）（芳香族ポリアミド繊維製のもの）（電気絶縁用の
もの）

0 即時撤廃

560393210 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき７０　ｇを
超え１５０　ｇ以下のもの）（ナイロンその他のポリアミド製のもの）（電気絶
縁用を除く。）

4.3% 即時撤廃

560393220 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき７０　ｇを
超え１５０　ｇ以下のもの）（ポリエステル製のもの）

4.3% 即時撤廃

560393230 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき７０　ｇを
超え１５０　ｇ以下のもの）（ポリプロピレン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560393240 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき７０　ｇを
超え１５０　ｇ以下のもの）

4.3% 即時撤廃

560393290 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき７０　ｇを
超え１５０　ｇ以下のもの）（その他のもの）

4.3% 即時撤廃

560394100 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき１５０　ｇ
を超えるもの）（芳香族ポリアミド繊維製のもの）（電気絶縁用のもの）

0 即時撤廃

560394210 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき１５０　ｇ
を超えるもの）（ナイロンその他のポリアミド製のもの）（電気絶縁用を除
く。）

4.3% 即時撤廃

560394220 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき１５０　ｇ
を超えるもの）（ポリエステル製のもの）

4.3% 即時撤廃

560394230 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき１５０　ｇ
を超えるもの）（ポリプロピレン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560394240 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき１５０　ｇ
を超えるもの）（ビスコースレーヨン製のもの）

4.3% 即時撤廃

560394290 不織布（人造繊維の長繊維製のものを除く。）（重量が１ｍ２につき１５０　ｇ
を超えるもの）（その他のもの）

4.3% 即時撤廃

560410000 ゴム糸及びゴムひも（紡織用繊維で被覆したもの） 3.3% 即時撤廃

560490110 強力糸（アラミド繊維のもので、染み込ませ又は塗布したもの） 2.7% 即時撤廃

560490191 強力糸（ゴムを染み込ませ又は塗布したもの） 3.3% 即時撤廃

560490199 強力糸（ナンロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨン
のもので、染み込ませ又は塗布したもの）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

560490200 紡織用繊維の糸及び第５４．０４項又は第５４．０５項のストリップその他こ
れに類する物品（ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの）

3.3% 即時撤廃

560490910 紡織用繊維の糸及び第５４．０４項又は第５４．０５項のストリップその他こ
れに類する物品（綿製のもの）（プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被
覆したもの）

1.9% or 13
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

560490990 紡織用繊維の糸及び第５４．０４項又は第５４．０５項のストリップその他こ
れに類する物品（綿製以外のもの）（プラスチックを染み込ませ、塗布し又
は被覆したもの）

3.5% 即時撤廃
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560500000 金属を交えた糸（紡織用繊維の糸及び第５４．０４項又は第５４．０５項のス
トリップその他これに類する物品で、糸状、ストリップ状又は粉状の金属と
結合したもの及び金属で被覆したもの）

4.7% 即時撤廃

560600010 ループウェールヤーン 5.3% 即時撤廃

560600020 ジンプヤーン（第５６．０５項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤー
ンを除く。）及びシェニールヤーン（フロックシェニールヤーンを含む。）

6.6% 即時撤廃

560721000 サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製の結束用又は包装用のひ
も

0 即時撤廃

560729000 サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製のひも、綱及びケーブル
（その他のもの）

4% 即時撤廃

560741000 ポリエチレン製又はポリプロピレン製の結束用又は包装用のひも 5.3% 即時撤廃

560749010 ポリエチレン製のひも、綱及びケーブル 5.3% 即時撤廃

560749090 ポリプロピレン製のひも、綱及びケーブル 5.3% 即時撤廃

560750000 その他の合成繊維製のひも、綱及びケーブル 5.3% 即時撤廃

560790100 第５３．０３項のジュートその他の紡織用靱皮繊維製のひも、綱及びケーブ
ル

0 即時撤廃

560790910 アバカ（マニラ麻又はムサ・テクスティリス）その他の硬質繊維のひも、綱及
びケーブル

2.5% 即時撤廃

560790990 その他のひも、綱及びケーブル 2.5% 即時撤廃

560811000 漁網（製品にしたもの）（人造繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

560819011 結び網地及び結び網（ひも又は綱から製造したもの）（合成繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

560819019 結び網地及び結び網（ひも又は綱から製造したもの）（その他の人造繊維
製のもの）

2.5% 即時撤廃

560819091 合成繊維製の網（その他のもの） 5% 即時撤廃

560819099 網（その他の人造繊維のもの） 5% 即時撤廃

560890011 結び網地及び結び網（ひも又は綱から製造したもの）並びに漁網（製品に
したもので、糸、ひも又は綱から製造したもの）（綿製のもの）

3.3% 即時撤廃

560890019 結び網地及び結び網（ひも又は綱から製造したもの）並びに漁網（製品に
したもので、糸、ひも又は綱から製造したもの）（その他のもの）

4% 即時撤廃

560890090 その他の網 5% 即時撤廃

560900010 糸、第５４．０４項若しくは第５４．０５項のストリップその他これに類する物
品、ひも、綱又はケーブルの製品（亜麻製、ラミー製、大麻製、ジュート製
その他の紡織用靱皮繊維製、マニラ麻製、サイザル麻製、合成繊維製又
はアセテート繊維製のもの）

5.3% 即時撤廃

560900020 糸、第５４．０４項若しくは第５４．０５項のストリップその他これに類する物
品、ひも、綱又はケーブルの製品（その他のもの）

3.3% 即時撤廃

570110000 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（結びパイルのもの）（羊毛製
又は繊獣毛製のもの）

7.9% 即時撤廃
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570190000 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（結びパイルのもの）（その他
の紡織用繊維製のもの）

7.9% 即時撤廃

570210000 ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの
敷物

6% 即時撤廃

570220000 ココやし繊維（コイヤ）製の床用敷物 0 即時撤廃

570231000 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（パイル織物のものに限るもの
とし、製品にしたものを除く。）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

8.1% 即時撤廃

570232000 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（パイル織物のものに限るもの
とし、製品にしたものを除く。）（人造繊維材料製のもの）

7.9% 即時撤廃

570239010 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（パイル織物のものに限るもの
とし、製品にしたものを除く。）（綿製のもの）

8.4% 即時撤廃

570239020 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（パイル織物のものに限るもの
とし、製品にしたものを除く。）（その他のもの）

7.9% 即時撤廃

570241000 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（パイル織物のもので製品にし
たもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

8.1% 即時撤廃

570242100 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（パイル織物のもので製品にし
たもの）（人造繊維材料製のもの）（自動車用に適する寸法及び形状のも
の）

0 即時撤廃

570242200 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（パイル織物のもので製品にし
たもの）（人造繊維材料製のもの）（その他のもの）

7.9% 即時撤廃

570249010 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（パイル織物のもので製品にし
たもの）（綿製のもの）

8.4% 即時撤廃

570249020 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（パイル織物のもので製品にし
たもの）（その他のもの）

7.9% 即時撤廃

570250100 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（パイル織物のもの及び製品
にしたものを除く。）（綿製のもの）

8.4% 即時撤廃

570250910 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（パイル織物のもの及び製品
にしたものを除く。）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

8.1% 即時撤廃

570250990 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（パイル織物のもの及び製品
にしたものを除く。）（その他のもの）

7.9% 即時撤廃

570291000 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（製品にしたものに限るものと
し、パイル織物のものを除く。）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

8.1% 即時撤廃

570292000 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（製品にしたものに限るものと
し、パイル織物のものを除く。）（人造繊維材料製のもの）

7.9% 即時撤廃

570299010 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（製品にしたものに限るものと
し、パイル織物のものを除く。）（綿製のもの）

8.4% 即時撤廃

570299020 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（製品にしたものに限るものと
し、パイル織物のものを除く。）（その他のもの）

7.9% 即時撤廃

570310000 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（タフトしたもの）（羊毛製又は
繊獣毛製のもの）

7.9% 即時撤廃
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570320100 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（タフトしたもの）（ナイロンその
他のポリアミド製のもの）（自動車用に適する寸法及び形状のもの）

0 即時撤廃

570320210 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（タフトしたもの）（ナイロンその
他のポリアミド製のもの）（タイル）（表面積が０．３ｍ２以下のもの）（その他
のもの）

6.3% 即時撤廃

570320290 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（タフトしたもの）（ナイロンその
他のポリアミド製のもの）（その他のもの）

6.3% 即時撤廃

570330100 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（タフトしたもの）（その他の人
造繊維材料製のもの）（自動車用の適する寸法及び形状のもの）

0 即時撤廃

570330200 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（タフトしたもの）（その他の人
造繊維材料製のもの）（その他のもの）

6.3% 即時撤廃

570390010 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（タフトしたもの）（綿製のもの） 8.4% 即時撤廃

570390020 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（タフトしたもの）（その他のも
の）

7.9% 即時撤廃

570410000 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（フェルト製のものに限るもの
とし、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。）（タイル）（表面積が０．３
ｍ２以下のもの）

7.4% 即時撤廃

570420000 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（フェルト製のものに限るもの
とし、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。）（タイル）（表面積が０．３
ｍ２を超え１ｍ２以下のもの）

7.4% 即時撤廃

570490100 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（フェルト製のものに限るもの
とし、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。）（自動車用に適する寸法
及び形状のもの）

0 即時撤廃

570490200 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（フェルト製のものに限るもの
とし、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。）（その他のもの）

7.4% 即時撤廃

570500010 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（この類の他の項に該当する
ものを除く。）（綿製のもの）

8.4% 即時撤廃

570500022 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（この類の他の項に該当する
ものを除く。）（人造繊維材料製のもの）

7.9% 即時撤廃

570500029 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物（この類の他の項に該当する
ものを除く。）（その他のもの）

7.9% 即時撤廃

580110010 パイル織物及びシェニール織物（羊毛製又は繊獣毛製のもの）（絹１０％超
のもの）

6.4% 即時撤廃

580110090 パイル織物及びシェニール織物（羊毛製又は繊獣毛製のもの）（絹１０％以
下のもの）

5.3% 即時撤廃

580121010 よこパイル織物（パイルを切ってないもの）（綿製のもの）（プラスチック、ゴ
ムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

580121110 よこパイル織物（パイルを切ってないもの）（綿製のもの）（経緯糸のうちい
ずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの）

5.6% 即時撤廃

580121120 よこパイル織物（パイルを切ってないもの）（綿製のもの）（合成繊維若しく
はアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の１
０％を超えるもの）（経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維
又はアセテート繊維のものを除く。）

5.6% 即時撤廃
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580121150 よこパイル織物（パイルを切ってないもの）（綿製のもの）（その他のもの） 3.7% 即時撤廃

580122010 コール天（パイルを切ったもの）（綿製のもの）（プラスチック、ゴムその他の
物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

4.2% 即時撤廃

580122020 コール天（パイルを切ったもの）（綿製のもの）（その他のもの） 4.5% 即時撤廃

580123010 その他のよこパイル織物（綿製のもの）（プラスチック、ゴムその他の物質
を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

4.2% 即時撤廃

580123020 その他のよこパイル織物（綿製のもの）（その他のもの） 4.5% 即時撤廃

580126110 シェニール織物（綿製のもの）（政令で定める難燃性を有するもの）（幅が１
４２ｃｍ以上のもの）

0 即時撤廃

580126210 シェニール織物（綿製のもの）（プラスチック、ゴムその他の物質を染み込
ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

580126220 シェニール織物（綿製のもの）（その他のもの） 3.7% 即時撤廃

580127011 たてパイル織物（パイルを切ってないもの）（綿製のもの）（プラスチック、ゴ
ムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

580127019 たてパイル織物（パイルを切ったもの）（綿製のもの）（プラスチック、ゴムそ
の他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

580127021 たてパイル織物（パイルを切ってないもの）（綿製のもの）（その他のもの） 3.7% 即時撤廃

580127029 たてパイル織物（パイルを切ったもの）（綿製のもの）（その他のもの） 3.7% 即時撤廃

580131010 よこパイル織物（パイルを切ってないもの）（人造繊維製のもの）（プラス
チック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したも
の）

3.5% 即時撤廃

580131091 よこパイル織物（パイルを切ってないもの）（人造繊維製のもの）（絹の重量
が全重量の１０％を超えるもの（合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれ
らの繊維を合わせたものの重量が全重量の５０％を超えるもの及び経緯
糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの）

8% 即時撤廃

580131092 よこパイル織物（パイルを切ってないもの）（人造繊維製のもの）（特定合成
繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全
重量の５０％を超えるもの、経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維の
もの及び絹の重量が全重量の１０％を超えるもの）

6.6% 即時撤廃

580131093 よこパイル織物（パイルを切ってないもの）（人造繊維製のもの）（合成繊維
若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量
の５０％を超えるもの、経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの）

8% 即時撤廃

580131099 よこパイル織物（パイルを切ってないもの）（人造繊維製のもの）（その他の
もの）

4% 即時撤廃

580132010 コール天（パイルを切ったもの）（人造繊維製のもの）（プラスチック、ゴムそ
の他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

580132021 コール天（パイルを切ったもの）（人造繊維製のもの）（プラスチック等を染
み込ませ等したもの以外のもの）（添加糸が合成繊維又はアセテート繊維
のもの）

6.6% 即時撤廃

580132022 コール天（パイルを切ったもの）（人造繊維製のもの）（プラスチック等を染
み込ませ等したもの以外のもの）（その他のもの）

4% 即時撤廃
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580133010 その他のよこパイル織物（人造繊維製のもの）（プラスチック、ゴムその他
の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

580133021 その他のよこパイル織物（人造繊維製のもの）（プラスチック等を染み込ま
せ等したもの以外のもの）（添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

580133022 その他のよこパイル織物（人造繊維製のもの）（プラスチック等を染み込ま
せ等したもの以外のもの）（その他のもの）

4% 即時撤廃

580136100 シェニール織物（人造繊維製のもの）（政令で定める難燃性を有するもの）
（幅が１４２ｃｍ以上のもの）

0 即時撤廃

580136210 シェニール織物（人造繊維製のもの）（プラスチック、ゴムその他の物質を
染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

580136221 シェニール織物（人造繊維製のもの）（プラスチック等を染み込ませ等した
もの以外のもの）（添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

580136222 シェニール織物（人造繊維製のもの）（プラスチック等を染み込ませ等した
もの以外のもの）（その他のもの）

4% 即時撤廃

580137110 たてパイル織物（パイルを切ってないもの）（人造繊維製のもの）（プラス
チック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したも
の）

3.5% 即時撤廃

580137190 たてパイル織物（パイルを切ったもの）（人造繊維製のもの）（プラスチック、
ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

580137211 たてパイル織物（パイルを切ってないもの）（人造繊維製のもの）（プラス
チック等を染み込ませ等したもの以外のもの）（添加糸が合成繊維又はア
セテート繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

580137219 たてパイル織物（パイルを切ったもの）（人造繊維製のもの）（プラスチック
等を染み込ませ等したもの以外のもの）（添加糸が合成繊維又はアセテー
ト繊維のもの）

6.6% 即時撤廃

580137221 たてパイル織物（パイルを切ってないもの）（人造繊維製のもの）（プラス
チック等を染み込ませ等したもの以外のもの）（その他のもの）

4% 即時撤廃

580137229 たてパイル織物（パイルを切ったもの）（人造繊維製のもの）（プラスチック
等を染み込ませ等したもの以外のもの）（その他のもの）

4% 即時撤廃

580190010 その他の紡織用繊維製のパイル織物及びシェニール織物（プラスチック、
ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

580190021 その他の紡織用繊維製のパイル織物及びシェニール織物（プラスチック等
を染み込ませ等したもの以外のもの）（添加糸が絹のもの）

8% 即時撤廃

580190023 その他の紡織用繊維製のパイル織物及びシェニール織物（プラスチック等
を染み込ませ等したもの以外のもの）（絹製のもの）（経緯糸のうちいずれ
か一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの）

6.4% 即時撤廃

580190025 その他の紡織用繊維製のパイル織物及びシェニール織物（プラスチック等
を染み込ませ等したもの以外のもの）（絹製のもの）（経緯糸のうちいずれ
か一方が合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。）

6.4% 即時撤廃

580190029 その他の紡織用繊維製のパイル織物及びシェニール織物（プラスチック等
を染み込ませ等したもの以外のもの）（その他のもの）

5.3% 即時撤廃
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580211010 テリータオル地その他のテリー織物（綿製のもの）（漂白してないもの）（経
緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの）

4.5% 即時撤廃

580211020 テリータオル地その他のテリー織物（綿製のもの）（漂白してないもの）（合
成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）（経緯糸のうちいずれか一方が
合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。）

4.5% 即時撤廃

580211090 テリータオル地その他のテリー織物（綿製のもの）（漂白してないもの）（そ
の他のもの）

3.7% 即時撤廃

580219010 テリータオル地その他のテリー織物（綿製のもの）（漂白してないもの以外
のもの）（経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のも
の）

4.5% 即時撤廃

580219020 テリータオル地その他のテリー織物（綿製のもの）（漂白してないもの以外
のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの）（経緯糸のうちいず
れか一方が合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。）

4.5% 即時撤廃

580219090 テリータオル地その他のテリー織物（綿製のもの）（漂白してないもの以外
のもの）（その他のもの）

3.7% 即時撤廃

580220010 テリータオル地その他のテリー織物（その他の紡織用繊維製のもの）（プラ
スチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したも
の）

3.5% 即時撤廃

580220021 テリータオル地その他のテリー織物（その他の紡織用繊維製のもの）（プラ
スチック等を染み込ませ等したもの以外のもの）（添加糸が絹のもの）

8% 即時撤廃

580220022 テリータオル地その他のテリー織物（その他の紡織用繊維製のもの）（プラ
スチック等を染み込ませ等したもの以外のもの）（その他のもの）

5.3% 即時撤廃

580230000 タフテッド織物類 3.7% 即時撤廃

580300110 もじり織物（綿製のもの）（経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセ
テート繊維のもの）

7.4% 即時撤廃

580300120 もじり織物（綿製のもの）（合成繊維又はアセテート繊維１０％超のもの） 5.6% 即時撤廃

580300190 もじり織物（綿製のもの）（その他のもの） 3.7% 即時撤廃

580300211 もじり織物（絹ノイル製のもの）（経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又
はアセテート繊維のもの）

8.2% 即時撤廃

580300219 もじり織物（絹ノイル製のもの）（経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又
はアセテート繊維のもの以外のもの）

6.6% 即時撤廃

580300291 もじり織物（絹製のもの）（経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセ
テート繊維のもの）（その他のもの）

8.2% 即時撤廃

580300299 もじり織物（絹製のもの）（経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセ
テート繊維のもの以外のもの）（その他のもの）

10% 即時撤廃

580300900 もじり織物（綿製又は絹製以外のもの） 6.6% 即時撤廃

580410010 チュールその他の網地（プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、
塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

580410020 チュールその他の網地（プラスチック等を染み込ませ等したもの以外のも
の）

6.6% 即時撤廃

580421010 機械製のレース（人造繊維製のもの）（プラスチック、ゴムその他の物質を
染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃
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580421021 機械製のレース（プラスチック等を染み込ませ等したもの以外のもの）（合
成繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

580421029 機械製のレース（人造繊維製のもの）（プラスチック等を染み込ませ等した
もの以外のもの）（その他のもの）

9.1% 即時撤廃

580429010 機械製のレース（その他の紡織用繊維製のもの）（プラスチック、ゴムその
他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

580429021 機械製のレース（プラスチック等を染み込ませ等したもの以外のもの）（綿
製のもの）

12.6% 即時撤廃

580429022 機械製のレース（その他の紡織用繊維製のもの）（プラスチック等を染み込
ませ等したもの以外のもの）（その他のもの）

9.1% 即時撤廃

580430010 手製のレース（プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被
覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

580430021 手製のレース（プラスチック等を染み込ませ等したもの以外のもの）（綿製
のもの）

12.6% 即時撤廃

580430022 手製のレース（プラスチック等を染み込ませ等したもの以外のもの）（その
他のもの）

9.1% 即時撤廃

580500000 ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ織りその他これ
らに類する手織りのつづれ織物及びプチポワン、クロスステッチ等を使用
して手針によりつづれ織り風にした織物（製品にしたものであるかないかを
問わない。）

6.9% 即時撤廃

580610000 細幅織物（パイル織物及びシェニール織物） 5.3% 即時撤廃

580620000 細幅織物（その他の織物）（弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の５％以上
のものに限る。）

4% 即時撤廃

580631000 細幅織物（その他の織物）（綿製のもの） 7.4% 即時撤廃

580632010 細幅織物（その他の織物）（政令で定める引張強さ及び難燃性を有するも
の）（幅が４６ｍｍ以上のもの）

0 即時撤廃

580632090 細幅織物（その他の織物）（その他のもの）（人造繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

580639000 細幅織物（その他の織物）（その他のもの） 6.4% 即時撤廃

580640000 接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類（ボルダック） 5.3% 即時撤廃

580710000 紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品（ししゅうし
たものを除く。）（織ったもの）

5.3% 即時撤廃

580790000 紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品（ししゅうし
たものを除く。）（その他のもの）

10.9% 即時撤廃

580810000 組ひも（そのまま特定の用途に供しないもの） 6.6% 即時撤廃

580890000 装飾用トリミング（そのまま特定の用途に供しないものに限るものとし、し
しゅうしたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。）及びタッセ
ル、ポンポンその他これらに類する製品

6.6% 即時撤廃

580900000 金属糸又は第５６．０５項の金属を交えた糸の織物（衣類、室内用品その
他これらに類する物品に使用する種類のもの）

4.7% 即時撤廃
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581010000 ししゅう布（基布が見えないもの） 0 即時撤廃

581091000 その他のししゅう布（綿製のもの） 0 即時撤廃

581092000 その他のししゅう布（人造繊維製のもの） 0 即時撤廃

581099020 その他のししゅう布（絹製のもの） 0 即時撤廃

581099090 その他のししゅう布（その他のもの） 0 即時撤廃

581100010 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合
わせた反物状のキルティングした物品（プラスチック、ゴムその他の物質を
染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

581100021 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合
わせた反物状のキルティングした物品（絹１０％超のもの）（綿製のものを
除く。）（経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のも
の）

8.2% 即時撤廃

581100022 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合
わせた反物状のキルティングした物品（絹１０％超のもの）（綿製のものを
除く。）（その他のもの）

6.6% 即時撤廃

581100023 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合
わせた反物状のキルティングした物品（綿製のもの）

3.7% or 2.9% +
1.01 yen/m²,

whichever is the
greater

即時撤廃

581100029 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合
わせた反物状のキルティングした物品（その他のもの）

5.3% 即時撤廃

590110000 書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物
類で、ガム又はでん粉質の物質を塗布したもの

3.3% 即時撤廃

590190000 トレーシングクロス、画用カンバス及びハットファンデーション用バックラム
その他これに類する硬化紡織用繊維の織物類

4% 即時撤廃

590210010 タイヤコードファブリック（ナイロンその他のポリアミド製（強力糸に限る。））
（プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

590210021 タイヤコードファブリック（ナイロンその他のポリアミド製（強力糸に限る。））
（特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊
維のみから成るもの）

5.8% 即時撤廃

590210022 タイヤコードファブリック（ナイロンその他のポリアミド製（強力糸に限る。））
（特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊
維のみから成るものを除く。）

6.6% 即時撤廃

590220010 タイヤコードファブリック（ポリエステル製（強力糸に限る。））（プラスチック
又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

590220090 タイヤコードファブリック（ポリエステル製（強力糸に限る。））（プラスチック
又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを除く。）

3.5% 即時撤廃

590290000 タイヤコードファブリック（ビスコースレーヨン製（強力糸に限る。））（その他
のもの）

3.5% 即時撤廃

590310000 紡織用繊維の織物類（ポリ（塩化ビニル）を染み込ませ、塗布し、被覆し又
は積層したものに限る。）

3.5% 即時撤廃
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590320000 紡織用繊維の織物類（ポリウレタンを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積
層したもの）

3.5% 即時撤廃

590390000 紡織用繊維の織物類（ポリ（塩化ビニル）及びポリウレタン以外のプラス
チックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの）

3.5% 即時撤廃

590410000 リノリウム 0 即時撤廃

590490000 その他の床用敷物（リノリウムを除く） 3.9% 即時撤廃

590500000 紡織用繊維の壁面被覆材 5.3% 即時撤廃

590610000 ゴム加工した紡織用繊維の織物類（接着テープ（幅が２０ｃｍ以下のもの）） 3.5% 即時撤廃

590691010 ゴム加工したメリヤス編物又はクロセ編物（幅が２０ｃｍ以下の接着テープ
を除く。）（綿製のもの）

6.5% 即時撤廃

590691020 ゴム加工したメリヤス編物又はクロセ編物（幅が２０ｃｍ以下の接着テープ
を除く。）（綿製以外の紡織用繊維製のもの）

4.7% 即時撤廃

590699000 ゴム加工した紡織用繊維の織物類（幅が２０ｃｍ以下の接着テープ、メリヤ
ス編物及びクロセ編物を除く。）

3.5% 即時撤廃

590700000 その他の紡織用繊維の織物類（染み込ませ、塗布し又は被覆したもの）及
び劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する図
案を描いた織物類

3.3% 即時撤廃

590800000 紡織用繊維製のしん（織り、組み又は編んだもので、ランプ用、ストーブ
用、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供するもの）並び
に白熱ガスマントル及び白熱ガスマントル用の管状編物

4.9% 即時撤廃

590900000 紡織用繊維製のホースその他これに類する管状の製品（他の材料により
内張りし又は補強したもの及び他の材料の附属品を有するものを含む。）

3.9% 即時撤廃

591000010 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング（綿製のもの） 4.9% 即時撤廃

591000020 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング（綿製以外の紡織用繊維
製のもの）

3.5% 即時撤廃

591110010 フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革
その他の材料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する種
類のもの（ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物で、機械用のスピ
ンドル（ビーム）の被覆用のものを含む。）並びにこれらに類する織物類で
その他の技術的用途に供する種類のもの（綿製のもの）

4.9% 即時撤廃

591110090 フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革
その他の材料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する種
類のもの並びにこれらに類する織物類でその他の技術的用途に供する種
類のもの（ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物で、機械用のスピ
ンドル（ビーム）の被覆用のものを含む。）（綿製以外の紡織用繊維製のも
の）

2.8% 即時撤廃

591120000 ふるい用の布（製品にしたものであるかないかを問わない。）（紡織用繊維
製のもの）

3.5% 即時撤廃

591131010 製紙用フェルト（エンドレスのものに限る。）（重量が１ｍ２につき６５０　ｇ未
満のもの）

4% 即時撤廃



178

HS9
(2017.4.1)

品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

591131021 エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト（パル
プ用、石綿セメント用その他これらに類する用途に供する機械に使用する
種類のもの）（重量が１ｍ２につき６５０　ｇ未満のもの）（綿製のもの）

4.9% 即時撤廃

591131029 エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト（パル
プ用、石綿セメント用その他これらに類する用途に供する機械に使用する
種類のもの）（重量が１ｍ２につき６５０　ｇ未満のもの）（綿製以外の紡織用
繊維製のもの）

2.8% 即時撤廃

591132010 製紙用フェルト（エンドレスのもの）（重量が１ｍ２につき６５０　ｇ以上のも
の）

4% 即時撤廃

591132021 エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト（パル
プ用、石綿セメント用その他これらに類する用途に供する機械に使用する
種類のものに限る。）（重量が１ｍ２につき６５０　ｇ以上のもの）（綿製のも
の）

4.9% 即時撤廃

591132029 エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト（パル
プ用、石綿セメント用その他これらに類する用途に供する機械に使用する
種類のもの）（重量が１ｍ２につき６５０　ｇ以上のもの）（綿製以外の紡織用
繊維製のもの）

2.8% 即時撤廃

591140010 搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布（綿製のもの） 4.9% 即時撤廃

591140090 搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布（人髪製のもの
を含むものとし、綿製以外の紡織用繊維製のもの）

2.8% 即時撤廃

591190010 紡織用繊維の物品及び製品（その他の技術的用途に供するもの）（綿製の
もの）

4.9% 即時撤廃

591190090 紡織用繊維の物品及び製品（その他の技術的用途に供するもの）（綿製以
外の紡織用繊維製のもの）

2.8% 即時撤廃

600110000 ロングパイル編物 7.9% 即時撤廃

600121000 ループドパイル編物（綿製のもの） 9.8% 即時撤廃

600122000 ループドパイル編物（人造繊維製のもの） 7.9% 即時撤廃

600129000 ループドパイル編物（その他の紡織用繊維製のもの） 7.9% 即時撤廃

600191000 パイル編物（綿製のもの） 9.8% 即時撤廃

600192015 パイル編物（ポリエステル製のもの）（たてメリヤスのもの）（パイルを切った
もので、政令で定める難燃性を有するもの（幅が１４２ｃｍ以上のもの））

0 即時撤廃

600192017 パイル編物（その他の合成繊維製のもの） 7.9% 即時撤廃

600192019 パイル編物（再生繊維又は半合成繊維製のもの）（たてメリヤスのもの） 7.9% 即時撤廃

600192092 パイル編物（ポリエステル製のもの） 7.9% 即時撤廃

600192094 パイル編物（その他の合成繊維製のもの） 7.9% 即時撤廃

600192099 パイル編物（再生繊維又は半合成繊維製のもの） 7.9% 即時撤廃

600199000 パイル編物（その他の紡織用繊維製のもの） 7.9% 即時撤廃

600240010 メリヤス編物及びクロセ編物（模様編みの組織を有する綿製のもの）（幅が
３０ｃｍ以下で、弾性糸の重量が全重量の５％以上のもの）

9.8% 即時撤廃
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600240020 たてメリヤスの編物（綿製以外のもの）（模様編みの組織を有するもの）（幅
が３０ｃｍ以下で、弾性糸の重量が全重量の５％以上のもの）

7.9% 即時撤廃

600240050 メリヤス編物及びクロセ編物（綿製又は人造繊維製のもの）（模様編みの
組織を有しないもの）（幅が３０ｃｍ以下で、弾性糸の重量が全重量の５％
以上のもの）

5.4% 即時撤廃

600240090 メリヤス編物及びクロセ編物（その他のもの）（模様編みの組織を有しない
もの）（幅が３０ｃｍ以下で、弾性糸の重量が全重量の５％以上のもの）

5.3% 即時撤廃

600290011 ゴム糸の重量が全重量の５％以上のもの（模様編みの組織を有する綿製
のもの）（幅が３０ｃｍ以下のもの）

7.8% 即時撤廃

600290013 メリヤス編物及びクロセ編物（模様編みの組織を有する綿製のもの）（幅が
３０ｃｍ以下のもの）（ゴム糸の重量が全重量の５％未満のもの）

7.8% 即時撤廃

600290021 ゴム糸の重量が全重量の５％以上のもの（模様編みの組織を有するその
他のもの）（幅が３０ｃｍ以下のもの）

5.6% 即時撤廃

600290022 メリヤス編物及びクロセ編物（人造繊維製以外のもの）（模様編みの組織
を有するその他のもの）（幅が３０ｃｍ以下のもの）（ゴム糸の重量が全重量
の５％未満のもの）

5.6% 即時撤廃

600290031 ゴム糸の重量が全重量の５％以上のもの（模様編みの組織を有しないも
の）（綿製のもの）（幅が３０ｃｍ以下のもの）

5.4% 即時撤廃

600290033 メリヤス編物及びクロセ編物（模様編みの組織を有しないもの）（綿製のも
の）（幅が３０ｃｍ以下のもの）（ゴム糸の重量が全重量の５％未満のもの）

5.4% 即時撤廃

600290041 ゴム糸の重量が全重量の５％以上のもの（人造繊維製のもの）（模様編み
の組織を有しないもの）（幅が３０ｃｍ以下のもの）

5.4% 即時撤廃

600290043 メリヤス編物及びクロセ編物（人造繊維製のもの）（模様編みの組織を有し
ないその他のもの）（幅が３０ｃｍ以下のもの）（ゴム糸の重量が全重量の
５％未満のもの）

5.4% 即時撤廃

600290091 ゴム糸の重量が全重量の５％以上のもの（人造繊維製以外のもの）（模様
編みの組織を有しないもの）（幅が３０ｃｍ以下のもの）

5.3% 即時撤廃

600290093 メリヤス編物及びクロセ編物（人造繊維製以外のもの）（模様編みの組織
を有しないもの）（幅が３０ｃｍ以下のもの）（ゴム糸の重量が全重量の５％
未満のもの）

5.3% 即時撤廃

600310010 メリヤス編物及びクロセ編物（羊毛製又は繊獣毛製のもの）（模様編みの
組織を有するもの）

7.9% 即時撤廃

600310090 メリヤス編物及びクロセ編物（羊毛製又は繊獣毛製のもの）（模様編みの
組織を有しないもの）

5.3% 即時撤廃

600320010 メリヤス編み及びクロセ編みのもの（綿製のもの）（模様編みの組織を有す
るもの）

9.8% 即時撤廃

600320090 メリヤス編み及びクロセ編みのもの（綿製のもの）（模様編みの組織を有し
ないもの）

5.4% 即時撤廃

600330010 メリヤス編物及びクロセ編物（合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有
するもの）

7.9% 即時撤廃
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600330090 メリヤス編物及びクロセ編物（合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有し
ないもの）

5.4% 即時撤廃

600340010 メリヤス編物及びクロセ編物（再生繊維又は半合成繊維製のもの）（模様
編みの組織を有するもの）

7.9% 即時撤廃

600340090 メリヤス編物及びクロセ編物（再生繊維又は半合成繊維製のもの）（模様
編みの組織を有しないもの）

5.4% 即時撤廃

600390010 メリヤス編物及びクロセ編物（その他のもの）（模様編みの組織を有するも
の）

7.9% 即時撤廃

600390090 メリヤス編物及びクロセ編物（その他のもの）（模様編みの組織を有しない
もの）

5.3% 即時撤廃

600410010 メリヤス編物及びクロセ編物（綿製のもの）（模様編みの組織を有するも
の）（幅が３０ｃｍを超え、弾性糸の重量が全重量の５％以上のもの）

9.8% 即時撤廃

600410020 メリヤス編物及びクロセ編物（模様編みの組織を有するもの）（幅が３０ｃｍ
を超え、弾性糸の重量が全重量の５％以上のもの）

7.9% 即時撤廃

600410030 メリヤス編物及びクロセ編物（綿製のもの）（模様編みの組織を有しないも
の）（幅が３０ｃｍを超え、弾性糸の重量が全重量の５％以上のもの）

5.4% 即時撤廃

600410040 メリヤス編物及びクロセ編物（人造繊維製のもの）（模様編みの組織を有し
ないもの）（幅が３０ｃｍを超え、弾性糸の重量が全重量の５％以上のもの）

5.4% 即時撤廃

600410090 メリヤス編物及びクロセ編物（その他のもの）（模様編みの組織を有しない
もの）（幅が３０ｃｍを超え、弾性糸の重量が全重量の５％以上のもの）

5.3% 即時撤廃

600490011 綿製のもの（模様編みの組織を有するもの）（幅が３０ｃｍを超え、ゴム糸の
重量が全重量の５％以上のもの）

7.8% 即時撤廃

600490013 メリヤス編物及びクロセ編物（綿製のもの）（模様編みの組織を有するも
の）（幅が３０ｃｍを超え、ゴム糸の重量が全重量の５％未満のもの）

7.8% 即時撤廃

600490021 綿製以外のもの（模様編みの組織を有するもの）（幅が３０ｃｍを超え、ゴム
糸の重量が全重量の５％以上のもの）

5.6% 即時撤廃

600490023 メリヤス編物及びクロセ編物（綿製以外のもの）（模様編みの組織を有する
もの）（幅が３０ｃｍを超え、ゴム糸の重量が全重量の５％未満のもの）

5.6% 即時撤廃

600490031 綿製のもの（模様編みの組織を有しないもの）（幅が３０ｃｍを超え、ゴム糸
の重量が全重量の５％以上のもの）

5.4% 即時撤廃

600490033 メリヤス編物及びクロセ編物（綿製のもの）（模様編みの組織を有しないも
の）（幅が３０ｃｍを超え、ゴム糸の重量が全重量の５％未満のもの）

5.4% 即時撤廃

600490041 人造繊維製のもの（模様編みの組織を有しないもの）（幅が３０ｃｍを超え、
ゴム糸の重量が全重量の５％以上のもの）

5.4% 即時撤廃

600490043 メリヤス編物及びクロセ編物（人造繊維製のもの）（模様編みの組織を有し
ないもの）（幅が３０ｃｍを超え、ゴム糸の重量が全重量の５％未満のもの）

5.4% 即時撤廃

600490091 人造繊維製以外のもの（模様編みの組織を有しないもの）（幅が３０ｃｍを
超え、ゴム糸の重量が全重量の５％以上のもの）

5.3% 即時撤廃

600490093 メリヤス編物及びクロセ編物（人造繊維製以外のもの）（模様編みの組織
を有しないもの）（幅が３０ｃｍを超え、ゴム糸の重量が全重量の５％未満
のもの）

5.3% 即時撤廃
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600521000 たてメリヤス編物（漂白してないもの及び漂白したもの）（綿製のもの） 9.8% 即時撤廃

600522000 たてメリヤス編物（浸染したもの）（綿製のもの） 9.8% 即時撤廃

600523000 たてメリヤス編物（異なる色の糸から成るもの）（綿製のもの） 9.8% 即時撤廃

600524000 たてメリヤス編物（なせんしたもの）（綿製のもの） 9.8% 即時撤廃

600535000 60類の号注１の編物 7.9% 即時撤廃

600536000 その他のたてメリヤス編物（漂白してないもの及び漂白したもの）（合成繊
維製のもの）

7.9% 即時撤廃

600537000 その他のたてメリヤス編物（浸染したもの）（合成繊維製のもの） 7.9% 即時撤廃

600538000 その他のたてメリヤス編物（異なる色の糸から成るもの）（合成繊維製のも
の）

7.9% 即時撤廃

600539000 その他のたてメリヤス編物（なせんしたもの）（合成繊維製のもの） 7.9% 即時撤廃

600541000 たてメリヤス編物（漂白してないもの及び漂白したもの）（再生繊維又は半
合成繊維製のもの）

7.9% 即時撤廃

600542000 たてメリヤス編物（浸染したもの）（再生繊維又は半合成繊維製のもの） 7.9% 即時撤廃

600543000 たてメリヤス編物（異なる色の糸から成るもの）（再生繊維又は半合成繊維
製のもの）

7.9% 即時撤廃

600544000 たてメリヤス編物（なせんしたもの）（再生繊維又は半合成繊維製のもの） 7.9% 即時撤廃

600590000 その他のものたてメリヤス編物 7.9% 即時撤廃

600610010 羊毛製又は繊獣毛製のもの（模様編みの組織を有するもの） 7.9% 即時撤廃

600610020 羊毛製又は繊獣毛製のもの（模様編みの組織を有しないもの） 5.3% 即時撤廃

600621010 漂白してないもの及び漂白したもの（綿製のもの）（模様編みの組織を有す
るもの）

9.8% 即時撤廃

600621020 漂白してないもの及び漂白したもの（綿製のもの）（模様編みの組織を有し
ないもの）

5.6% 即時撤廃

600622010 浸染したもの（綿製のもの）（模様編みの組織を有するもの） 9.8% 即時撤廃

600622020 浸染したもの（綿製のもの）（模様編みの組織を有しないもの） 5.6% 即時撤廃

600623010 異なる色の糸から成るもの（綿製のもの）（模様編みの組織を有するもの） 9.8% 即時撤廃

600623020 異なる色の糸から成るもの（綿製のもの）（模様編みの組織を有しないも
の）

5.6% 即時撤廃

600624010 なせんしたもの（綿製のもの）（模様編みの組織を有するもの） 9.8% 即時撤廃

600624020 なせんしたもの（綿製のもの）（模様編みの組織を有しないもの） 5.6% 即時撤廃

600631010 漂白してないもの及び漂白したもの（合成繊維製のもの）（模様編みの組
織を有するもの）

9.6% 即時撤廃

600631021 漂白してないもの及び漂白したもの（合成繊維製のもの）（模様編みの組
織を有しないもの）（合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの
重量が全重量の５０％を超えるもの）

6.6% 即時撤廃
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600631029 漂白してないもの及び漂白したもの（合成繊維製のもの）（模様編みの組
織を有しないもの）（合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの
重量が全重量の５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

600632010 浸染したもの（合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有するもの） 9.6% 即時撤廃

600632021 浸染したもの（合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有しないもの）（合
成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の５０％
を超えるもの）

6.6% 即時撤廃

600632029 浸染したもの（合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有しないもの）（合
成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の５０％
以下のもの）

4% 即時撤廃

600633010 異なる色の糸から成るもの（合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有す
るもの）

9.6% 即時撤廃

600633021 異なる色の糸から成るもの（合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有し
ないもの）（合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が
全重量の５０％を超えるもの）

6.6% 即時撤廃

600633029 異なる色の糸から成るもの（合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有し
ないもの）（合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が
全重量の５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

600634010 異なる色の糸から成るもの（合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有す
るもの）

9.6% 即時撤廃

600634021 なせんしたもの（合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有しないもの）（合
成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の５０％
を超えるもの）

6.6% 即時撤廃

600634029 なせんしたもの（合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有しないもの）（合
成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の５０％
以下のもの）

4% 即時撤廃

600641010 漂白してないもの及び漂白したもの（再生繊維又は半合成繊維製のもの）
（模様編みの組織を有するもの）

9.6% 即時撤廃

600641021 漂白してないもの及び漂白したもの（再生繊維又は半合成繊維製のもの）
（模様編みの組織を有しないもの）（アセテート繊維又はこれと合成繊維を
合わせたものの重量が全重量の５０％を超えるもの）

6.6% 即時撤廃

600641029 漂白してないもの及び漂白したもの（再生繊維又は半合成繊維製のもの）
（模様編みの組織を有しないもの）（合成繊維又はこれとアセテート繊維を
合わせたものの重量が全重量の５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

600642010 浸染したもの（再生繊維又は半合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有
するもの）

9.6% 即時撤廃

600642021 浸染したもの（再生繊維又は半合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有
しないもの）（アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が
全重量の５０％を超えるもの）

6.6% 即時撤廃

600642029 浸染したもの（再生繊維又は半合成繊維製のもの）（模様編みの組織を有
しないもの）（合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が
全重量の５０％以下のもの）

4% 即時撤廃
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600643010 異なる色の糸から成るもの（再生繊維又は半合成繊維製のもの）（模様編
みの組織を有するもの）

9.6% 即時撤廃

600643021 異なる色の糸から成るもの（再生繊維又は半合成繊維製のもの）（模様編
みの組織を有しないもの）（アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせた
ものの重量が全重量の５０％を超えるもの）

6.6% 即時撤廃

600643029 異なる色の糸から成るもの（再生繊維又は半合成繊維製のもの）（模様編
みの組織を有しないもの）（合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせた
ものの重量が全重量の５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

600644010 なせんしたもの（再生繊維又は半合成繊維製のもの）（模様編みの組織を
有するもの）

9.6% 即時撤廃

600644021 なせんしたもの（再生繊維又は半合成繊維製のもの）（模様編みの組織を
有しないもの）（アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量
が全重量の５０％を超えるもの）

6.6% 即時撤廃

600644029 なせんしたもの（再生繊維又は半合成繊維製のもの）（模様編みの組織を
有しないもの）（合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量
が全重量の５０％以下のもの）

4% 即時撤廃

600690010 その他のメリヤス編物及びクロセ編物（その他のもの）（模様編みの組織を
有するもの）

7.9% 即時撤廃

600690020 その他のメリヤス編物及びクロセ編物（その他のもの）（模様編みの組織を
有しないもの）

5.3% 即時撤廃

610120010 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レー
スを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610120020 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610130011 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レー
スを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（合成繊維製のも
の）

10.9% 即時撤廃

610130019 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レー
スを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（再生繊維又は半合
成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610130020 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）

10.9% 即時撤廃

610190010 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レー
スを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の紡織用繊
維製のもの）

8.4%～10.9% 即時撤廃

610190020 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡織用繊維製
のもの）

8.4%～10.9% 即時撤廃
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610210010 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レー
スを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（羊毛製又は繊獣毛
製のもの）

10.9% 即時撤廃

610210020 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（羊毛製又は繊獣毛製
のもの）

10.9% 即時撤廃

610220010 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レー
スを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610220020 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610230011 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レー
スを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（合成繊維製のも
の）

10.9% 即時撤廃

610230019 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レー
スを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（再生繊維又は半合
成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610230021 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610230029 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（再生繊維又は半合成
繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610290010 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レー
スを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の紡織用繊
維製のもの）

8.4% 即時撤廃

610290020 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキー
ジャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに
類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡織用繊維製
のもの）

8.4% 即時撤廃

610310100 男子用のスーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）

8.4%～10.9% 即時撤廃

610310900 男子用のスーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの） 8.4%～10.9% 即時撤廃

610322010 男子用のアンサンブル（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうした
もの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（綿製のも
の）

10.9% 即時撤廃

610322020 男子用のアンサンブル（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のも
の）（その他のもの）

10.9% 即時撤廃

610323010 男子用のアンサンブル（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうした
もの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（合成繊
維製のもの）

10.9% 即時撤廃
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610323020 男子用のアンサンブル（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製
のもの）（その他のもの）

10.9% 即時撤廃

610329010 男子用のアンサンブル（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうした
もの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の
紡織用繊維製のもの）

8.4%～10.9% 即時撤廃

610329090 男子用のアンサンブル（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡
織用繊維製のもの）

8.4%～10.9% 即時撤廃

610331010 男子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（し
しゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）
（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

10.9% 即時撤廃

610331020 男子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（羊
毛製又は繊獣毛製のもの）

10.9% 即時撤廃

610332010 男子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（し
しゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）
（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610332020 男子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿
製のもの）

10.9% 即時撤廃

610333010 男子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（し
しゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）
（合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610333020 男子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合
成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610339010 男子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（し
しゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）
（その他の紡織用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

610339020 男子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（そ
の他の紡織用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

610341010 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み
の組織を有するもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

10.9% 即時撤廃

610341020 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

10.9% 即時撤廃

610342010 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み
の組織を有するもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610342020 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610343010 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み
の組織を有するもの）（合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610343020 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃
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610349010 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み
の組織を有するもの）（その他の紡織用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

610349020 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（その他の紡織用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

610413010 女子用のスーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（合成繊維製の
もの）

10.9% 即時撤廃

610413020 女子用のスーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製のも
の）

10.9% 即時撤廃

610419010 女子用のスーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）

8.4%～10.9% 即時撤廃

610419020 女子用のスーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの） 8.4%～10.9% 即時撤廃

610422010 女子用のアンサンブル（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうした
もの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（綿製のも
の）

10.9% 即時撤廃

610422020 女子用のアンサンブル（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のも
の）

10.9% 即時撤廃

610423010 女子用のアンサンブル（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうした
もの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（合成繊
維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610423020 女子用のアンサンブル（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製
のもの）

10.9% 即時撤廃

610429010 女子用のアンサンブル（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうした
もの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の
紡織用繊維製のもの）

8.4%～10.9% 即時撤廃

610429020 女子用のアンサンブル（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡
織用繊維製のもの）

8.4%～10.9% 即時撤廃

610431010 女子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（し
しゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）
（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

10.9% 即時撤廃

610431020 女子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（羊
毛製又は繊獣毛製のもの）

10.9% 即時撤廃

610432010 女子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（し
しゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）
（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610432020 女子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿
製のもの）

10.9% 即時撤廃

610433010 女子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（し
しゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）
（合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610433020 女子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合
成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃
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610439011 女子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（し
しゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）
（再生繊維又は半合成繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

610439019 女子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（し
しゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）
（その他の紡織用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

610439020 女子用のジャケット及びブレザー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの） 8.4% 即時撤廃

610441010 女子用のドレス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（羊毛製又は繊
獣毛製のもの）

10.9% 即時撤廃

610441020 女子用のドレス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（羊毛製又は繊獣毛
製のもの）

10.9% 即時撤廃

610442010 女子用のドレス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610442020 女子用のドレス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のもの） 10.9% 即時撤廃

610443010 女子用のドレス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（合成繊維製の
もの）

10.9% 即時撤廃

610443020 女子用のドレス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製のも
の）

10.9% 即時撤廃

610444010 女子用のドレス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（再生繊維又は
半合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610444020 女子用のドレス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（再生繊維又は半合
成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610449010 女子用のドレス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の紡織
用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

610449020 女子用のドレス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡織用繊
維製のもの）

8.4% 即時撤廃

610451010 女子用のスカート及びキュロットスカート（メリヤス編み又はクロセ編みのも
の）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有する
もの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

10.9% 即時撤廃

610451020 女子用のスカート及びキュロットスカート（メリヤス編み又はクロセ編みのも
の）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

10.9% 即時撤廃

610452010 女子用のスカート及びキュロットスカート（メリヤス編み又はクロセ編みのも
の）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有する
もの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610452020 女子用のスカート及びキュロットスカート（メリヤス編み又はクロセ編みのも
の）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610453010 女子用のスカート及びキュロットスカート（メリヤス編み又はクロセ編みのも
の）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有する
もの）（合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃
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610453020 女子用のスカート及びキュロットスカート（メリヤス編み又はクロセ編みのも
の）（合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610459011 女子用のスカート及びキュロットスカート（メリヤス編み又はクロセ編みのも
の）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有する
もの）（再生繊維又は半合成繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

610459019 女子用のスカート及びキュロットスカート（メリヤス編み又はクロセ編みのも
の）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有する
もの）（その他の紡織用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

610459020 女子用のスカート及びキュロットスカート（メリヤス編み又はクロセ編みのも
の）

8.4% 即時撤廃

610461010 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み
の組織を有するもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

10.9% 即時撤廃

610461020 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

10.9% 即時撤廃

610462010 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み
の組織を有するもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610462020 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610463010 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み
の組織を有するもの）（合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610463020 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610469010 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編み
の組織を有するもの）（その他の紡織用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

610469020 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（メリヤス編み又は
クロセ編みのもの）（その他の紡織用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

610510011 男子用のオープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ（メリヤス
編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び
模様編みの組織を有するもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610510012 男子用のオープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ（メリヤス
編み又はクロセ編みのもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610510020 男子用のその他のシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のも
の）

7.4% 即時撤廃

610520011 男子用のオープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ（メリヤス
編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び
模様編みの組織を有するもの）（合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610520012 男子用のオープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ（メリヤス
編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び
模様編みの組織を有するもの）（再生繊維又は半合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃
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610520013 男子用のオープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ（メリヤス
編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610520019 男子用のオープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ（メリヤス
編み又はクロセ編みのもの）（再生繊維又は半合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

610520020 男子用のその他のシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（人造繊維
製のもの）

7.4% 即時撤廃

610590014 男子用のオープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ（メリヤス
編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び
模様編みの組織を有するもの）

10.9% 即時撤廃

610590018 男子用のオープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ（メリヤス
編み又はクロセ編みのもの）

10.9% 即時撤廃

610590020 男子用のその他のシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の
紡織用繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610610011 女子用のブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これ
らに類するシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

610610012 女子用のブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これ
らに類するシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のもの）

9.1% 即時撤廃

610610020 女子用のその他のシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のも
の）

7.4% 即時撤廃

610620014 女子用のブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これ
らに類するシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの)

10.9% 即時撤廃

610620018 女子用のブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これ
らに類するシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）

10.9% 即時撤廃

610620020 女子用のその他のシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（人造繊維
製のもの）

7.4% 即時撤廃

610690010 女子用のブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これ
らに類するシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）

10.9% 即時撤廃

610690020 女子用のその他のシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の
紡織用繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610690030 女子用のブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これ
らに類するシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）

10.9% 即時撤廃

610711000 男子用のパンツ、ズボン下及びブリーフ（メリヤス編み又はクロセ編みのも
の）（綿製のもの）

7.4% 即時撤廃

610712000 男子用のパンツ、ズボン下及びブリーフ（メリヤス編み又はクロセ編みのも
の）（人造繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610719000 男子用のパンツ、ズボン下及びブリーフ（メリヤス編み又はクロセ編みのも
の）（その他の紡織用繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610721000 男子用のナイトシャツ及びパジャマ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）
（綿製のもの）

7.4% 即時撤廃
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610722000 男子用のナイトシャツ及びパジャマ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）
（人造繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610729000 男子用のナイトシャツ及びパジャマ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）
（その他の紡織用繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610791011 男子用のバスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品（メリ
ヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの
及び模様編みの組織を有するもの）（綿製のもの）

8.4% 即時撤廃

610791012 男子用のバスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品（メリ
ヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のもの）

8.4% 即時撤廃

610791020 男子用のその他の下着類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のも
の）

7.4% 即時撤廃

610799011 男子用のバスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品（メリ
ヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの
及び模様編みの組織を有するもの）

8.4% 即時撤廃

610799019 男子用のバスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品（メリ
ヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡繊用繊維製のもの）（その他
のもの）

8.4% 即時撤廃

610799020 男子用のその他の下着類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他
の紡織用繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610811000 女子用のスリップ及びペティコート（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）
（人造繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610819010 女子用のスリップ及びペティコート（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）
（綿製のもの）

7.4% 即時撤廃

610819090 女子用のスリップ及びペティコート（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）
（その他の紡織用繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610821000 女子用のブリーフ及びパンティ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿
製のもの）

7.4% 即時撤廃

610822000 女子用のブリーフ及びパンティ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（人
造繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610829000 女子用のブリーフ及びパンティ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その
他の紡織用繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610831000 女子用のナイトドレス及びパジャマ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）
（綿製のもの）

7.4% 即時撤廃

610832000 女子用のナイトドレス及びパジャマ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）
（人造繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610839000 女子用のナイトドレス及びパジャマ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）
（その他の紡織用繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610891011 女子用のネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類す
る製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使
用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（綿製のもの）

8.4% 即時撤廃

610891012 女子用のネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類す
る製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のもの）

8.4% 即時撤廃
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610891020 女子用のその他の下着類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のも
の）

7.4% 即時撤廃

610892014 女子用のネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類す
る製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使
用したもの及び模様編みの組織を有するもの）

8.4% 即時撤廃

610892018 女子用のネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類す
る製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）

8.4% 即時撤廃

610892020 女子用のその他の下着類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（人造繊
維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610899015 女子用のネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類す
る製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使
用したもの及び模様編みの組織を有するもの）

8.4% 即時撤廃

610899019 女子用のネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類す
る製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡織用繊維製のも
の）

8.4% 即時撤廃

610899020 女子用のその他の下着類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他
の紡織用繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

610910011 Ｔシャツ、シングレットその他これらに類する肌着（メリヤス編み又はクロセ
編みのもの）（異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの）（ししゅうし
たもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（綿製の
もの）

10.9% 即時撤廃

610910012 Ｔシャツ、シングレットその他これらに類する肌着（メリヤス編み又はクロセ
編みのもの）（異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの）（綿製のも
の）

10.9% 即時撤廃

610910020 Ｔシャツ、シングレットその他これらに類する肌着（メリヤス編み又はクロセ
編みのもの）（綿製のもの）

7.4% 即時撤廃

610990110 Ｔシャツ、シングレットその他これらに類する肌着（メリヤス編み又はクロセ
編みのもの）（異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの）（ししゅうし
たもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）

10.9% 即時撤廃

610990120 Ｔシャツ、シングレットその他これらに類する肌着（メリヤス編み又はクロセ
編みのもの）（異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの）

10.9% 即時撤廃

610990200 Ｔシャツ、シングレットその他これらに類する肌着（メリヤス編み又はクロセ
編みのもの）

7.4% 即時撤廃

611011010 （羊毛製のもの）ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他こ
れらに類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたも
の、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）

10.9% 即時撤廃

611011020 （羊毛製のもの）ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他こ
れらに類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅう、レース、
模様編みの組織を有しないもの）

10.9% 即時撤廃

611012010 （カシミヤ毛製のもの）ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストそ
の他これらに類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうし
たもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）

10.9% 即時撤廃

611012020 （カシミヤ毛製のもの）ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストそ
の他これらに類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅう、
レース、模様編みの組織を有しないもの）

10.9% 即時撤廃
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611019010 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用し
たもの及び模様編みの組織を有するもの）（羊毛製、カシミヤ毛製のものを
除く）

10.9% 即時撤廃

611019020 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅう、レース、模様編みの組
織を有しないもの）（羊毛製、カシミヤ毛製のものを除く）

10.9% 即時撤廃

611020011 トレーナー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レース
を使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

611020019 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（トレーナーを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうした
もの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（綿製のも
の）

10.9% 即時撤廃

611020021 トレーナー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のもの） 10.9% 即時撤廃

611020029 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（トレーナーを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のも
の）

9.1% 即時撤廃

611030011 トレーナー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レース
を使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（人造繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

611030012 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（トレーナーを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうした
もの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（アクリル
製のもの）

10.9% 即時撤廃

611030013 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（トレーナーを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうした
もの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（モダクリ
ル製のもの）

10.9% 即時撤廃

611030014 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（トレーナーを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうした
もの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（ポリエス
テル製のもの）

10.9% 即時撤廃

611030015 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（トレーナーを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうした
もの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の
合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

611030016 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（トレーナーを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうした
もの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（再生繊
維又は半合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

611030021 トレーナー（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（人造繊維製のもの） 10.9% 即時撤廃

611030022 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（トレーナーを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（アクリル製
のもの）

9.1% 即時撤廃

611030023 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（トレーナーを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（モダクリル
製のもの）

10.9% 即時撤廃

611030024 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（トレーナーを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ポリエステ
ル製のもの）

10.9% 即時撤廃
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611030025 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（トレーナーを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の合
成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

611030029 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（トレーナーを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（再生繊維又
は半合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

611090010 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使用し
たもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の紡織用繊維製のも
の）

10.9% 即時撤廃

611090020 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製
品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡織用繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

611120150 乳児用の手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿
製のもの）

7.4% 即時撤廃

611120210 乳児用のパンティストッキング及びタイツ（メリヤス編み又はクロセ編みの
もの）（綿製のもの）

7.4% 即時撤廃

611120295 乳児用の靴下類（パンティストッキング及びタイツを除く。）（メリヤス編みの
もの又はクロセ編みのもの）（綿製のもの）

7.4% 即時撤廃

611120310 その他の乳児用の衣類及び衣類附属品（ししゅうしたもの、レースを使用し
たもの及び模様編みの組織を有するもの）（綿製のもの）

10.8% 即時撤廃

611120390 その他の乳児用の衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みの
もの）（綿製のもの）

10.8% 即時撤廃

611130150 乳児用の手袋、ミトン及びミット（合成繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

611130210 乳児用のパンティストッキング及びタイツ（合成繊維製のもの） 7.4% 即時撤廃

611130295 乳児用の靴下類（パンティストッキング及びタイツを除く。）（メリヤス編み又
はクロセ編みのもの）

6.6% 即時撤廃

611130310 その他の乳児用の衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みの
もの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有す
るもの）（合成繊維製のもの）

10.7% 即時撤廃

611130390 その他の乳児用の衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みの
もの）（合成繊維製のもの）

10.7% 即時撤廃

611190100 乳児用の手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（そ
の他の紡織用繊維製のもの）

5.3% 即時撤廃

611190210 乳児用のパンティストッキング及びタイツ（メリヤス編み又はクロセ編みの
もの）（その他の紡織用繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

611190290 乳児用の靴下類（パンティストッキング及びタイツを除く。）（その他の紡織
用繊維のもの）

5.3% 即時撤廃

611190910 その他の乳児用の衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みの
もの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有す
るもの）（その他の紡織用繊維製のもの）

8.4%～10.9% 即時撤廃

611190991 その他の乳児用の衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みの
もの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）（その他の紡織用繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃
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611190999 その他の乳児用の衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みの
もの）（その他の紡織用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

611211010 トラックスーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（綿製のもの）

10.9% 即時撤廃

611211020 トラックスーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のもの） 10.9% 即時撤廃

611212010 トラックスーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（合成繊維製の
もの）

10.9% 即時撤廃

611212020 トラックスーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製のもの） 10.9% 即時撤廃

611219010 トラックスーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の紡織
用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

611219020 トラックスーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡織用繊維
製のもの）

8.4% 即時撤廃

611220011 スキースーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レー
スを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（合成繊維製のも
の）

10.9% 即時撤廃

611220019 スキースーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レー
スを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の紡織用繊
維製のもの）

8.4% 即時撤廃

611220021 スキースーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製のもの） 10.9% 即時撤廃

611220029 スキースーツ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡繊用繊維
製のもの）

8.4% 即時撤廃

611231010 男子用の水着（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（合成繊維製の
もの）

10.9% 即時撤廃

611231020 男子用の水着（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製のもの） 10.9% 即時撤廃

611239010 男子用の水着（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の紡織
用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

611239020 男子用の水着（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡織用繊
維製のもの）

8.4% 即時撤廃

611241010 女子用の水着（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（合成繊維製の
もの）

10.9% 即時撤廃

611241020 女子用の水着（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製のもの） 10.9% 即時撤廃

611249010 女子用の水着（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の紡織
用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

611249020 女子用の水着（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡織用繊
維製のもの）

8.4% 即時撤廃

611300010 衣類（ゴム加工したメリヤス編み又はクロセ編みのもの） 5.6% 即時撤廃
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611300091 オーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック（スキージャケット
を含む。）、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品
（プラスチックその他の物質を染み込ませ、塗布し被覆若しくは積層したメ
リヤス編物又はクロセ編物のもの）

10.4% 即時撤廃

611300099 その他の衣類（プラスチックその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し
又は積層したメリヤス編物又はクロセ編物のもの）

10.4% 即時撤廃

611420010 その他の衣類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（綿製のもの）

8.1% 即時撤廃

611420020 その他の衣類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のもの） 8.1% 即時撤廃

611430011 その他の衣類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（合成繊維製の
もの）

8.1% 即時撤廃

611430019 その他の衣類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（再生繊維又は
半合成繊維製のもの）

8.1% 即時撤廃

611430021 その他の衣類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製のもの） 8.1% 即時撤廃

611430029 その他の衣類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（再生繊維又は半合
成繊維製のもの）

8.1% 即時撤廃

611490110 その他の衣類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（羊毛製又は繊
獣毛製のもの）

8.2% 即時撤廃

611490190 その他の衣類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の紡織
用繊維製のもの）

8.1% 即時撤廃

611490910 その他の衣類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（羊毛製又は繊獣毛
製のもの）

8.2% 即時撤廃

611490990 その他の衣類（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡織用繊
維製のもの）

8.1% 即時撤廃

611510100 段階的圧縮靴下（パンティストッキング及びタイツ）（メリヤス編み又はクロ
セ編みのもの）

7.4% 即時撤廃

611510910 段階的圧縮靴下（パンティストッキング及びタイツ以外のもの）（綿製のも
の）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）

7.4% 即時撤廃

611510921 段階的圧縮靴下（パンティストッキング及びタイツ以外のもの）（合成繊維
製のもの）（女子用の長靴下(構成する単糸が67デシテックス未満のものに
限る。)）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）

7.9% 即時撤廃

611510929 段階的圧縮靴下（パンティストッキング及びタイツ以外のもの）（合成繊維
製のもの）（女子用の長靴下(構成する単糸が67デシテックス未満のものに
限る。)以外のもの）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）

6.6% 即時撤廃

611510930 段階的圧縮靴下（パンティストッキング及びタイツ以外のもの）（羊毛製又
は繊獣毛製のもの）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）

5.3% 即時撤廃

611510991 段階的圧縮靴下（パンティストッキング及びタイツ以外のもの）（その他の
紡織用繊維製のもの）（女子用の長靴下(構成する単糸が67デシテックス
未満のものに限る。)）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）

5.3% 即時撤廃
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611510999 段階的圧縮靴下（パンティストッキング及びタイツ以外のもの）（その他の
紡織用繊維製のもの）（女子用の長靴下(構成する単糸が67デシテックス
未満のものに限る。)以外のもの）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）

5% 即時撤廃

611521000 その他のパンティストッキング及びタイツ（メリヤス編み又はクロセ編みの
もの）（構成する単糸が６７デシテックス未満のもの）（合成繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

611522000 その他のパンティストッキング及びタイツ（メリヤス編み又はクロセ編みの
もの）（構成する単糸が６７デシテックス以上のもの）（合成繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

611529000 その他のパンティストッキング及びタイツ（その他の紡織用繊維製のもの） 7.4% 即時撤廃

611530100 その他の女子用の長靴下（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（構成する
単糸が６７デシテックス未満のもの）

7.9% 即時撤廃

611530200 その他の女子用の長靴下（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（構成する
単糸が６７デシテックス未満のもの）（綿製のもの）

7.4% 即時撤廃

611530900 その他の女子用の長靴下（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（構成する
単糸が６７デシテックス未満のもの）

5.3% 即時撤廃

611594000 靴下類（パンティストッキング、タイツ、女子用の長靴下（構成する単糸が６
７デシテックス未満のもの）を除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）
（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

5.3% 即時撤廃

611595000 靴下類（パンティストッキング、タイツ、女子用の長靴下（構成する単糸が６
７デシテックス未満のもの）を除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）
（綿製のもの）

7.4% 即時撤廃

611596000 靴下類（パンティストッキング、タイツ、女子用の長靴下（構成する単糸が６
７デシテックス未満のもの）を除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）
（合成繊維製のもの）

6.6% 即時撤廃

611599000 靴下類（パンティストッキング、タイツ、女子用の長靴下（構成する単糸が６
７デシテックス未満のもの）を除く。）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）
（その他の紡織用繊維製のもの）

5% 即時撤廃

611610151 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（プラスチック
を染み込ませ、塗布し又は被覆したもの）（綿製のもの）

7.4% 即時撤廃

611610152 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（プラスチック
を染み込ませ、塗布し又は被覆したもの）（綿製のもの）

7.4% 即時撤廃

611610161 手袋（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（プラスチックを染み込ませ、塗
布し又は被覆したものを除く。）（綿製のもの）（編み上げたもの）

7.4% 即時撤廃

611610162 手袋（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（プラスチックを染み込ませ、塗
布し又は被覆したものを除く。）（綿製のもの）（縫製したもの）

7.4% 即時撤廃

611610163 ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（プラスチックを染み
込ませ、塗布し又は被覆したものを除く。）（綿製のもの）（編み上げたもの）

7.4% 即時撤廃

611610164 ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（プラスチックを染み
込ませ、塗布し又は被覆したものを除く。）（綿製のもの）（縫製したもの）

7.4% 即時撤廃

611610251 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（プラスチック
を染み込ませ、塗布し又は被覆したもの）（綿製以外の紡織用繊維製のも
の）（編み上げたもの）

5.3% 即時撤廃
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611610252 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（プラスチック
を染み込ませ、塗布し又は被覆したもの）（綿製以外の紡織用繊維製のも
の）（縫製したもの）

5.3% 即時撤廃

611610261 手袋（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（プラスチックを染み込ませ、塗
布し又は被覆したものを除く。）（綿製以外の紡織用繊維製のもの）（編み
上げたもの）

5.3% 即時撤廃

611610262 手袋（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（プラスチックを染み込ませ、塗
布し又は被覆したものを除く。）（綿製以外の紡織用繊維製のもの）（縫製し
たもの）

5.3% 即時撤廃

611610263 ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（プラスチックを染み
込ませ、塗布し又は被覆したものを除く。）（綿製以外の紡織用繊維製のも
の）（編み上げたもの）

5.3% 即時撤廃

611610264 ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（プラスチックを染み
込ませ、塗布し又は被覆したものを除く。）（綿製以外の紡織用繊維製のも
の）（縫製したもの）

5.3% 即時撤廃

611691015 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（羊毛製又は
繊獣毛製のもの）（編み上げたもの）

5.3% 即時撤廃

611691095 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（羊毛製又は
繊獣毛製のもの）（縫製したもの）

5.3% 即時撤廃

611692015 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のもの）
（編み上げたもの）

7.4% 即時撤廃

611692095 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（綿製のもの）
（縫製したもの）

7.4% 即時撤廃

611693015 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製
のもの）（編み上げたもの）

5.3% 即時撤廃

611693095 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製
のもの）（縫製したもの）

5.3% 即時撤廃

611699015 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡
織用繊維製のもの）

5% 即時撤廃

611699095 手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡
織用繊維製のもの）（縫製したもの）

5% 即時撤廃

611710011 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使
用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（絹製のもの）

8.4% 即時撤廃

611710012 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使
用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（羊毛製又は繊獣毛製のも
の）

8.4% 即時撤廃

611710013 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使
用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（合成繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

611710014 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使
用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（再生繊維又は半合成繊維
製のもの）

8.4% 即時撤廃
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611710019 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを使
用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の紡織用繊維製の
もの）

8.4% 即時撤廃

611710091 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（絹製のもの）

8.4% 即時撤廃

611710092 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

8.4% 即時撤廃

611710093 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

611710094 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（再生繊維又は半合成繊維製
のもの）

8.4% 即時撤廃

611710099 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡織用繊維製のも
の）

8.4% 即時撤廃

611780014 その他の衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ゴムを染み込
ませ、塗布し又は被覆したもの）（綿製のもの）

7.8% 即時撤廃

611780015 その他の衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ゴムを染み込
ませ、塗布し又は被覆したもの）（綿製以外の紡織用繊維製のもの）

5.6% 即時撤廃

611780111 ネクタイ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを
使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（絹製のもの）

8.4% 即時撤廃

611780112 ネクタイ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを
使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（羊毛製又は繊獣毛製の
もの）

8.4% 即時撤廃

611780113 ネクタイ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを
使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（人造繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

611780119 ネクタイ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レースを
使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の紡織用繊維製
のもの）

8.4% 即時撤廃

611780190 その他の衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたも
の、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（紡織用繊
維製のもの）

8.4% 即時撤廃

611780911 ネクタイ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（絹製のもの） 8.4% 即時撤廃

611780919 ネクタイ（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡織用繊維製の
もの）

8.4% 即時撤廃

611780990 その他の衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（紡織用繊維
製のもの）

8.4% 即時撤廃

611790010 衣類の部分品及び衣類附属品の部分品（メリヤス編み又はクロセ編みの
もの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有す
るもの）（紡織用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

611790090 衣類の部分品及び衣類附属品の部分品（メリヤス編み又はクロセ編みの
もの）（紡織用繊維製のもの）

8.4% 即時撤廃

620111100 男子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

12.8% 即時撤廃
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620111200 男子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

9.1% 即時撤廃

620112100 男子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（綿製のもの）

12.8% 即時撤廃

620112200 男子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（綿製のもの）

9.1% 即時撤廃

620113100 男子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（人造繊維製のもの）

12.8% 即時撤廃

620113200 男子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（人造繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620119100 男子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（その他の紡織用繊維製のもの）

12.8% 即時撤廃

620119200 男子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（その他の紡織用繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620191100 男子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（羊毛製又は繊獣
毛製のもの）

12.8% 即時撤廃

620191200 男子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

9.1% 即時撤廃

620192100 男子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（綿製のもの）

12.8% 即時撤廃

620192200 男子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（綿製のもの）

9.1% 即時撤廃

620193100 男子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（人造繊維製のも
の）

12.8% 即時撤廃

620193200 男子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（人造繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620199100 男子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（その他の紡織用
繊維製のもの）

12.8% 即時撤廃

620199200 男子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（その他の紡織用繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620211100 女子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

12.8% 即時撤廃

620211200 女子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

9.1% 即時撤廃

620212100 女子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（綿製のもの）

12.8% 即時撤廃

620212200 女子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（綿製のもの）

9.1% 即時撤廃
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620213100 女子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（人造繊維製のもの）

12.8% 即時撤廃

620213200 女子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（人造繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620219100 女子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（その他の紡織用繊維製のもの）

12.8% 即時撤廃

620219200 女子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する製品（その他の紡織用繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620291100 女子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（羊毛製又は繊獣
毛製のもの）

12.8% 即時撤廃

620291200 女子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

9.1% 即時撤廃

620292100 女子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（綿製のもの）

12.8% 即時撤廃

620292200 女子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（綿製のもの）

9.1% 即時撤廃

620293100 女子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（人造繊維製のも
の）

12.8% 即時撤廃

620293200 女子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（人造繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620299100 女子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（その他の紡織用
繊維製のもの）

12.8% 即時撤廃

620299200 女子用のアノラック（スキージャケットを含む。）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（その他の紡織用繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620311100 男子用のスーツ（毛皮付きのもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 12.8% 即時撤廃

620311200 男子用のスーツ（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 9.1% 即時撤廃

620312100 男子用のスーツ（毛皮付きのもの）（合成繊維製のもの） 10% 即時撤廃

620312200 男子用のスーツ（合成繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620319100 男子用のスーツ（毛皮付きのもの）（その他の紡織用繊維製のもの） 10% 即時撤廃

620319200 男子用のスーツ（その他の紡織用繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620322100 男子用のアンサンブル（毛皮付きのもの）（綿製のもの） 10% 即時撤廃

620322200 男子用のアンサンブル（綿製のもの） 9.1% 即時撤廃

620323100 男子用のアンサンブル（毛皮付きのもの）（合成繊維製のもの） 10% 即時撤廃

620323200 男子用のアンサンブル（合成繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620329100 男子用のアンサンブル（毛皮付きのもの）（その他の紡織用繊維製のもの） 10% 即時撤廃
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620329200 男子用のアンサンブル（毛皮付きのものを除く。）（その他の紡織用繊維製
のもの）

9.1% 即時撤廃

620331100 男子用のジャケット及びブレザー（毛皮付きのもの）（羊毛製又は繊獣毛製
のもの）

12.8% 即時撤廃

620331200 男子用のジャケット及びブレザー（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 9.1% 即時撤廃

620332100 男子用のジャケット及びブレザー（毛皮付きのもの）（綿製のもの） 12.8% 即時撤廃

620332200 男子用のジャケット及びブレザー（綿製のもの） 9.1% 即時撤廃

620333100 男子用のジャケット及びブレザー（毛皮付きのもの）（合成繊維製のもの） 12.8% 即時撤廃

620333200 男子用のジャケット及びブレザー（合成繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620339100 男子用のジャケット及びブレザー（毛皮付きのもの）（その他の紡織用繊維
製のもの）

12.8% 即時撤廃

620339210 男子用のジャケット及びブレザー（再生繊維又は半合成繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620339290 男子用のジャケット及びブレザー（その他の紡織用繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620341100 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（毛皮付きのもの）
（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

10% 即時撤廃

620341200 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（羊毛製又は繊獣
毛製のもの）

9.1% 即時撤廃

620342100 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（毛皮付きのもの）
（綿製のもの）

10% 即時撤廃

620342200 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（綿製のもの） 9.1% 即時撤廃

620343100 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（毛皮付きのもの）
（合成繊維製のもの）

10% 即時撤廃

620343200 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（合成繊維製のも
の）

9.1% 即時撤廃

620349100 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（毛皮付きのもの）
（その他の紡織用繊維製のもの）

10% 即時撤廃

620349210 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（再生繊維又は半
合成繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620349290 男子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（その他の紡織用
繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620411100 女子用のスーツ（毛皮付きのもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 12.8% 即時撤廃

620411200 女子用のスーツ（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 9.1% 即時撤廃

620412100 女子用のスーツ（毛皮付きのもの）（綿製のもの） 10% 即時撤廃

620412200 女子用のスーツ（綿製のもの） 9.1% 即時撤廃

620413100 女子用のスーツ（毛皮付きのもの）（合成繊維製のもの） 10% 即時撤廃

620413200 女子用のスーツ（合成繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃
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620419100 女子用のスーツ（毛皮付きのもの）（その他の紡織用繊維製のもの） 10% 即時撤廃

620419200 女子用のスーツ（その他の紡織用繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620421100 女子用のアンサンブル（毛皮付きのもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 10% 即時撤廃

620421200 女子用のアンサンブル（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 9.1% 即時撤廃

620422100 女子用のアンサンブル（毛皮付きのもの）（綿製のもの） 10% 即時撤廃

620422200 女子用のアンサンブル（綿製のもの） 9.1% 即時撤廃

620423100 女子用のアンサンブル（毛皮付きのもの）（合成繊維製のもの） 10% 即時撤廃

620423200 女子用のアンサンブル（合成繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620429100 女子用のアンサンブル（毛皮付きのもの）（その他の紡織用繊維製のもの） 10% 即時撤廃

620429200 女子用のアンサンブル（その他の紡織用繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620431100 女子用のジャケット及びブレザー（毛皮付きのもの）（羊毛製又は繊獣毛製
のもの）

12.8% 即時撤廃

620431200 女子用のジャケット及びブレザー（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 9.1% 即時撤廃

620432100 女子用のジャケット及びブレザー（毛皮付きのもの）（綿製のもの） 12.8% 即時撤廃

620432200 女子用のジャケット及びブレザー（綿製のもの） 9.1% 即時撤廃

620433100 女子用のジャケット及びブレザー（毛皮付きのもの）（合成繊維製のもの） 12.8% 即時撤廃

620433200 女子用のジャケット及びブレザー（合成繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620439100 女子用のジャケット及びブレザー（毛皮付きのもの）（その他の紡織用繊維
製のもの）

12.8% 即時撤廃

620439200 女子用のジャケット及びブレザー（その他の紡織用繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620441100 女子用のドレス（毛皮付きのもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 10% 即時撤廃

620441200 女子用のドレス（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 9.1% 即時撤廃

620442100 女子用のドレス（毛皮付きのもの）（綿製のもの） 10% 即時撤廃

620442200 女子用のドレス（綿製のもの） 9.1% 即時撤廃

620443100 女子用のドレス（毛皮付きのもの）（合成繊維製のもの） 10% 即時撤廃

620443200 女子用のドレス（合成繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620444100 女子用のドレス（毛皮付きのもの）（再生繊維又は半合成繊維製のもの） 10% 即時撤廃

620444200 女子用のドレス（再生繊維又は半合成繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620449100 女子用のドレス（毛皮付きのもの）（その他の紡織用繊維製のもの） 10% 即時撤廃

620449200 女子用のドレス（その他の紡織用繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃
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620451100 女子用のスカート及びキュロットスカート（毛皮付きのもの）（羊毛製又は繊
獣毛製のもの）

10% 即時撤廃

620451200 女子用のスカート及びキュロットスカート（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 9.1% 即時撤廃

620452100 女子用のスカート及びキュロットスカート（毛皮付きのもの）（綿製のもの） 10% 即時撤廃

620452200 女子用のスカート及びキュロットスカート（綿製のもの） 9.1% 即時撤廃

620453100 女子用のスカート及びキュロットスカート（毛皮付きのもの）（合成繊維製の
もの）

10% 即時撤廃

620453200 女子用のスカート及びキュロットスカート（合成繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620459100 女子用のスカート及びキュロットスカート（毛皮付きのもの）（その他の紡織
用繊維製のもの）

10% 即時撤廃

620459200 女子用のスカート及びキュロットスカート（その他の紡織用繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

620461100 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（毛皮付きのもの）
（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

10% 即時撤廃

620461200 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（羊毛製又は繊獣
毛製のもの）

9.1% 即時撤廃

620462100 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（毛皮付きのもの）
（綿製のもの）

10% 即時撤廃

620462200 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（綿製のもの） 9.1% 即時撤廃

620463100 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（毛皮付きのもの）
（合成繊維製のもの）

10% 即時撤廃

620463200 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（合成繊維製のも
の）

9.1% 即時撤廃

620469100 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（毛皮付きのもの）
（その他の紡織用繊維製のもの）

10% 即時撤廃

620469200 女子用のズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（その他の紡織用
繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620520000 男子用のシャツ（綿製のもの） 7.4% 即時撤廃

620530010 男子用のシャツ（合成繊維製のもの） 7.4% 即時撤廃

620530090 男子用のシャツ（再生繊維又は半合成繊維製のもの） 7.4% 即時撤廃

620590010 男子用のシャツ（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 7.4% 即時撤廃

620590090 男子用のシャツ（その他の紡織用繊維製のもの） 9% 即時撤廃

620610100 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス（毛皮付きのもの）（絹製のも
の）

10% 即時撤廃

620610210 女子用のブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類する
シャツ（絹製のもの）

10% 即時撤廃

620610220 女子用のその他のシャツ（絹製のもの） 9% 即時撤廃
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620620100 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス（毛皮付きのもの）（羊毛製
又は繊獣毛製のもの）

10% 即時撤廃

620620210 女子用のブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類する
シャツ（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

9.1% 即時撤廃

620620220 女子用のその他のシャツ（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 7.4% 即時撤廃

620630100 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス（毛皮付きのもの）（綿製のも
の）

10% 即時撤廃

620630210 女子用のブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類する
シャツ（綿製のもの）

9.1% 即時撤廃

620630220 女子用のその他のシャツ（綿製のもの） 7.4% 即時撤廃

620640100 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス（毛皮付きのもの）（人造繊
維のもの）

10% 即時撤廃

620640210 女子用のブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類する
シャツ（人造繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620640220 女子用のその他のシャツ（人造繊維製のもの） 7.4% 即時撤廃

620690100 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス（毛皮付きのもの）（その他の
紡織用繊維製のもの）

10% 即時撤廃

620690210 女子用のブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類する
シャツ（その他の紡織用繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620690220 女子用のその他のシャツ（その他の紡織用繊維製のもの） 7.4% 即時撤廃

620711000 男子用のパンツ、ズボン下及びブリーフ（綿製のもの） 7.4% 即時撤廃

620719000 男子用のパンツ、ズボン下及びブリーフ（その他の紡織用繊維製のもの） 9% 即時撤廃

620721000 男子用のナイトシャツ及びパジャマ（綿製のもの） 7.4% 即時撤廃

620722000 男子用のナイトシャツ及びパジャマ（人造繊維製のもの） 7.4% 即時撤廃

620729000 男子用のナイトシャツ及びパジャマ（その他の紡織用繊維製のもの） 9% 即時撤廃

620791100 男子用のシングレットその他これに類する肌着、バスローブ、ドレッシング
ガウンその他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（綿製のもの）

10% 即時撤廃

620791210 男子用のシングレットその他これに類する肌着（綿製のもの） 7.4% 即時撤廃

620791220 男子用のバスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品（綿製
のもの）

9.1% 即時撤廃

620799100 男子用のシングレットその他これに類する肌着、バスローブ、ドレッシング
ガウンその他これらに類する製品（毛皮付きのもの）（その他の紡織用繊
維製のもの）

10% 即時撤廃

620799210 男子用のシングレットその他これに類する肌着（その他の紡織用繊維製の
もの）

7.4%～9.0% 即時撤廃

620799220 男子用のバスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品（その
他の紡織用繊維製のもの）

9.1%～10% 即時撤廃
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620811000 女子用のスリップ及びペティコート（人造繊維製のもの） 7.4% 即時撤廃

620819000 女子用のスリップ及びペティコート（その他の紡織用繊維製のもの） 9% 即時撤廃

620821000 女子用のナイトドレス及びパジャマ（綿製のもの） 7.4% 即時撤廃

620822000 女子用のナイトドレス及びパジャマ（人造繊維製のもの） 7.4% 即時撤廃

620829000 女子用のナイトドレス及びパジャマ（その他の紡織用繊維製のもの） 9% 即時撤廃

620891100 女子用のシングレットその他これに類する肌着、ブリーフ、パンティ、ネグリ
ジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品（毛皮付き
のもの）（綿製のもの）

10% 即時撤廃

620891210 女子用のシングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパンティ（綿
製のもの）

7.4% 即時撤廃

620891220 女子用のネグリジェ、バスローブ、ドレッシングその他これらに類する製品
（綿製のもの）

9.1% 即時撤廃

620892100 女子用のシングレットその他これに類する肌着、ブリーフ、パンティ、ネグリ
ジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品（毛皮付き
のもの）（人造繊維製のもの）

10% 即時撤廃

620892210 女子用のシングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパンティ（人
造繊維製のもの）

7.4% 即時撤廃

620892220 女子用のネグリジェ、バスローブ、ドレッシングその他これらに類する製品
（人造繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

620899100 女子用のシングレットその他これに類する肌着、ブリーフ、パンティ、ネグリ
ジェ、バスローブ、ドレッシングガウン、その他これらに類する製品（毛皮付
きのもの）（その他の紡織用繊維製のもの）

10% 即時撤廃

620899210 女子用のシングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパンティ（そ
の他の紡織用繊維のもの）

9% 即時撤廃

620899220 女子用のネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類す
る製品（その他の紡織用繊維製のもの）

10% 即時撤廃

620920150 乳児用の手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイツ、ストッ
キング、ソックスその他の靴下類（綿製のもの）

6.5% 即時撤廃

620920210 乳児用の衣類及び衣類附属品（手袋類及び靴下類を除く。）（毛皮付きの
もの）（綿製のもの）

10% 即時撤廃

620920221 乳児用の衣類附属品（綿製のもの） 7.4% 即時撤廃

620920222 乳児用の衣類（手袋類及び靴下類を除く。）（綿製のもの） 9.1% 即時撤廃

620930150 乳児用の手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイツ、ストッ
キング、ソックスその他の靴下類（合成繊維製のもの）

6.5% 即時撤廃

620930210 乳児用の衣類及び衣類附属品（手袋類及び靴下類を除く。）（毛皮付きの
もの）（合成繊維製のもの）

10% 即時撤廃

620930221 乳児用の衣類附属品（合成繊維製のもの） 7.4% 即時撤廃

620930222 乳児用の衣類（手袋類及び靴下類を除く。）（合成繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃
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620990150 乳児用の手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイツ、ストッ
キング、ソックスその他の靴下類（その他の紡織用繊維製のもの）

6.5% 即時撤廃

620990210 乳児用の衣類及び衣類附属品（手袋及び靴下類を除く。）（毛皮付きのも
の）（その他の紡織用繊維製のもの）

10% 即時撤廃

620990221 乳児用の衣類附属品（その他の紡織用繊維製のもの） 7.4% 即時撤廃

620990291 乳児用の衣類（手袋類及び靴下類を除く。）（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 7.4% 即時撤廃

620990299 乳児用の衣類（手袋類及び靴下類を除く。）（その他の紡織用繊維製のも
の）

9.1% 即時撤廃

621010100 衣類（フェルト製又は不織布製のもの）（毛皮付きのもの） 10% 即時撤廃

621010210 衣類（フェルト製又は不織布製のもの）（人造繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

621010290 衣類（フェルト製又は不織布製のもの）（人造繊維以外の紡織用繊維製の
もの）

9.1% 即時撤廃

621020100 男子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する衣類（ゴム加工した織物類又はプラスチックその他の物
質を塗布し、染み込ませ、被覆し若しくは積層した織物類のもの）（毛皮付
きのもの）

10% 即時撤廃

621020200 男子用のその他の衣類（ゴム加工した織物類又はプラスチックその他の物
質を塗布し、染み込ませ、被覆し若しくは積層した織物類のもの）

9.1% 即時撤廃

621030100 女子用のオーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその
他これらに類する衣類（ゴム加工した織物類又はプラスチックその他の物
質を塗布し、染み込ませ、被覆し若しくは積層した織物類のもの）（毛皮付
きのもの）

10% 即時撤廃

621030200 女子用のその他の衣類（ゴム加工した織物類又はプラスチックその他の物
質を塗布し、染み込ませ、被覆し若しくは積層した織物類のもの）

9.1% 即時撤廃

621040100 その他の男子用の衣類（毛皮付きのもの）（紡織用繊維製のもの） 10% 即時撤廃

621040200 その他の男子用の衣類（紡織用繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

621050100 その他の女子用の衣類（毛皮付きのもの）（紡織用繊維製のもの） 10% 即時撤廃

621050200 その他の女子用の衣類（紡織用繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

621111000 男子用の水着 9.1% 即時撤廃

621112000 女子用の水着（紡織用繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

621120100 スキースーツ（毛皮付きのもの）（紡織用繊維製のもの） 12.8% 即時撤廃

621120310 男子用のスキースーツ（紡織用繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

621120390 女子用のスキースーツ（紡織用繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

621132100 その他の男子用の衣類（毛皮付きのもの）（綿製のもの） 10% 即時撤廃

621132200 その他の男子用の衣類（綿製のもの） 9.1% 即時撤廃

621133100 その他の男子用の衣類（毛皮付きのもの）（人造繊維製のもの） 12.8% 即時撤廃

621133200 その他の男子用の衣類（人造繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

621139100 その他の男子用の衣類（毛皮付きのもの）（その他の紡織用繊維製のも
の）

10% 即時撤廃
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621139200 その他の男子用の衣類（その他の紡織用繊維製のもの） 9.1%～10.0% 即時撤廃

621142100 その他の女子用の衣類（毛皮付きのもの）（綿製のもの） 10% 即時撤廃

621142200 その他の女子用の衣類（綿製のもの） 9.1% 即時撤廃

621143100 その他の女子用の衣類（毛皮付きのもの）（人造繊維製のもの） 12.8% 即時撤廃

621143200 その他の女子用の衣類（人造繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

621149100 その他の女子用の衣類 10% 即時撤廃

621149210 その他の女子用の衣類（絹製のもの） 10% 即時撤廃

621149220 その他の女子用の衣類（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 9.1% 即時撤廃

621149290 その他の女子用の衣類（その他の紡織用繊維製のもの） 10% 即時撤廃

621210000 ブラジャー（紡織用繊維製のもの） 0 即時撤廃

621220000 ガードル及びパンティガードル（紡織用繊維製のもの） 0 即時撤廃

621230000 コースレット（紡織用繊維製のもの） 0 即時撤廃

621290000 コルセット、サスペンダー、ガーターその他これらに類する製品及びこれら
の部分品（紡織用繊維製のもの）

0 即時撤廃

621320000 ハンカチ（綿製のもの） 6.7% 即時撤廃

621390010 ハンカチ（亜麻製又はラミー製のもの） 9% 即時撤廃

621390091 ハンカチ（絹製のもの） 6.4% 即時撤廃

621390099 ハンカチ（その他の紡織用繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

621410100 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴
石、半貴石又は真珠を使用したもの）（絹製のもの）

6.6% 即時撤廃

621410210 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの）（絹製
のもの）

8% 即時撤廃

621410290 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（絹製のもの）

8% 即時撤廃

621420100 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴
石、半貴石又は真珠を使用したもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

5.4% 即時撤廃

621420200 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（羊毛製又は繊獣毛製のもの）

6.6% 即時撤廃

621430100 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴
石、半貴石又は真珠を使用したもの）（合成繊維製のもの）

5.4% 即時撤廃

621430200 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（合成繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃
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621440100 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴
石、半貴石又は真珠を使用したもの）（再生繊維又は半合成繊維製のも
の）

5.4% 即時撤廃

621440200 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（再生繊維又は半合成繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

621490100 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴
石、半貴石又は真珠を使用したもの）（その他の紡織用繊維製のもの）

5.4% 即時撤廃

621490210 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（綿製のもの）

9.1% 即時撤廃

621490221 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの）（その
他の紡織用繊維製のもの）

6.6% 即時撤廃

621490222 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する
製品（その他の紡織用繊維製のもの）

4.4% 即時撤廃

621510010 ネクタイ（絹製のもの）（表地が絹のみから成るもの） 13.4% 即時撤廃

621510090 ネクタイ（絹製のもの）（その他のもの） 13.4% 即時撤廃

621520000 ネクタイ（人造繊維製のもの） 8.4% 即時撤廃

621590000 ネクタイ（その他の紡織用繊維製のもの） 8.4% 即時撤廃

621600500 手袋、ミトン及びミット（紡織用繊維製のもの） 6.5% 即時撤廃

621710011 絹製の帯（幅が３０ｃｍ以上、長さが４ｍ以上のもの） 9% 即時撤廃

621710019 ベルト（紡織用繊維製のもの） 9% 即時撤廃

621710090 その他の衣類附属品（紡織用繊維製のもの） 9% 即時撤廃

621790000 衣類又は衣類附属品の部分品（紡織用繊維製のもの） 9% 即時撤廃

630110000 電気毛布（紡織用繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

630120010 毛布（電気毛布を除く。）（起毛したもの）（羊毛製又は繊獣毛製のもの） 5.3% 即時撤廃

630120090 ひざ掛け及び毛布（電気毛布を除く。）（羊毛製又は繊獣毛製のもの）（そ
の他のもの）

5.3% 即時撤廃

630130010 毛布（電気毛布を除く。）（起毛したもの）（綿製のもの） 9% 即時撤廃

630130091 テリ―タオル地その他のテリー織物のもの（電気毛布を除く。）（綿製のも
の）

9% 即時撤廃

630130099 ひざ掛け及び毛布（電気毛布を除く。）（綿製のもの）（その他のもの） 9% 即時撤廃

630140010 毛布（電気毛布を除く。）（起毛したもの）（合成繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

630140090 ひざ掛け及び毛布（電気毛布を除く。）（合成繊維製のもの）（その他のも
の）

5.3% 即時撤廃

630190000 その他の毛布及びひざ掛け（その他の紡織用繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃
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630210010 ベッドリネン（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レー
スを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（紡織用繊維製のも
の）

10.9% 即時撤廃

630210090 ベッドリネン（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（紡織用繊維製のもの） 9.1% 即時撤廃

630221000 その他のベッドリネン（なせんしたもの）（綿製のもの） 4.5% 即時撤廃

630222010 その他のベッドリネン（なせんしたもの）（人造繊維の不織布製のもの） 5.3% 即時撤廃

630222090 その他のベッドリネン（なせんしたもの）（人造繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

630229010 その他のベッドリネン（なせんしたもの）（亜麻製又はラミー製のもの） 7.9% 即時撤廃

630229020 その他のベッドリネン（なせんしたもの）（その他の紡織用繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

630231000 その他のベッドリネン（綿製のもの） 4.5% 即時撤廃

630232010 その他のベッドリネン（人造繊維の不織布製のもの） 5.3% 即時撤廃

630232090 その他のベッドリネン（人造繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

630239010 その他のベッドリネン（亜麻製又はラミー製のもの） 7.9% 即時撤廃

630239020 その他のベッドリネン（その他の紡織用繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

630240010 テーブルリネン（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（紡織用繊維製
のもの）

10.9% 即時撤廃

630240090 テーブルリネン（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（紡織用繊維製のも
の）

9.1% 即時撤廃

630251000 その他のテーブルリネン（綿製のもの） 7.4% 即時撤廃

630253011 その他のテーブルリネン（ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを
使用したもの）（人造繊維の不織布製のもの）

6.4% 即時撤廃

630253019 その他のテーブルリネン（ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを
使用したもの）（人造繊維製のもの）

6.4% 即時撤廃

630253091 その他のテーブルリネン（人造繊維の不織布製のもの） 5.3% 即時撤廃

630253099 その他のテーブルリネン（人造繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

630259021 その他のテーブルリネン（ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを
使用したもの）（その他の紡織用繊維製のもの）

6.4% 即時撤廃

630259029 その他のテーブルリネン（その他の紡織用繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

630259030 その他のテーブルリネン（亜麻製又はラミー製のもの） 7.9% 即時撤廃

630260000 トイレットリネン及びキッチンリネン（テリータオル地その他のテリー織物で
綿製のもの）

7.4% 即時撤廃

630291000 トイレットリネン及びキッチンリネン（綿製のもの） 7.4% 即時撤廃

630293010 トイレットリネン及びキッチンリネン（人造繊維の不織布製のもの） 5.3% 即時撤廃

630293090 トイレットリネン及びキッチンリネン（人造繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

630299100 トイレットリネン及びキッチンリネン（亜麻製のもの） 7.9% 即時撤廃
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630299900 トイレットリネン及びキッチンリネン（その他の紡織用繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

630312010 カーテン（ドレープを含む。）、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッ
ドバランス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レース
を使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（合成繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

630312090 カーテン（ドレープを含む。）、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッ
ドバランス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（合成繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

630319010 カーテン（ドレープを含む。）、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッ
ドバランス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、レース
を使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（その他の紡織用繊維
製のもの）

10.9% 即時撤廃

630319090 カーテン（ドレープを含む。）、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッ
ドバランス（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（その他の紡織用繊維製
のもの）

9.1% 即時撤廃

630391000 カーテン（ドレープを含む。）、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッ
ドバランス（綿製のもの）

7.4% 即時撤廃

630392010 カーテン（ドレープを含む。）、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッ
ドバランス（合成繊維の不織布製のもの）

5.3% 即時撤廃

630392090 カーテン（ドレープを含む。）、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッ
ドバランス（合成繊維製のもの）

5.3% 即時撤廃

630399010 カーテン（ドレープを含む。）、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッ
ドバランス（亜麻製又はラミー製のもの）

7.9% 即時撤廃

630399021 カーテン（ドレープを含む。）、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッ
ドバランス（ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの）
（その他の紡織用繊維製のもの）

6.4% 即時撤廃

630399029 カーテン（ドレープを含む。）、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッ
ドバランス（その他の紡織用繊維製のもの）

5.3% 即時撤廃

630411010 ベッドスプレッド（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（ししゅうしたもの、
レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの）（紡織用繊維製
のもの）

10.9% 即時撤廃

630411090 ベッドスプレッド（メリヤス編み又はクロセ編みのもの）（紡織用繊維製のも
の）

9.1% 即時撤廃

630419010 ベッドスプレッド（綿製のもの） 7.4% 即時撤廃

630419020 ベッドスプレッド（亜麻製又はラミー製のもの） 7.9% 即時撤廃

630419031 ベッドスプレッド（ししゅうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したも
の）（その他の紡織用繊維製のもの）

6.4% 即時撤廃

630419039 ベッドスプレッド（その他の紡織用繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

630420000 蚊帳（63類の号注１の物品に限る。） 9.1% 即時撤廃

630491010 その他の室内用品（ベッドスプレッドを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編み
のもの）（ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有
するもの）（紡織用繊維製のもの）

10.9% 即時撤廃

630491090 その他の室内用品（ベッドスプレッドを除く。）（メリヤス編み又はクロセ編み
のもの）（紡織用繊維製のもの）

9.1% 即時撤廃

630492000 その他の室内用品（ベッドスプレッドを除く。）（綿製のもの） 7.4% 即時撤廃
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630493010 その他の室内用品（ベッドスプレッドを除く。）（合成繊維の不織布製のも
の）

5.3% 即時撤廃

630493090 その他の室内用品（ベッドスプレッドを除く。）（合成繊維製のもの） 5.3% 即時撤廃

630499010 その他の室内用品（ベッドスプレッドを除く。）（亜麻製又はラミー製のもの） 7.9% 即時撤廃

630499021 その他の室内用品（ベッドスプレッドを除く。）（ししゅうしたもの、レース製の
もの及びレースを使用したもの）（その他の紡織用繊維製のもの）

6.4% 即時撤廃

630499029 その他の室内用品（ベッドスプレッドを除く。）（その他の紡織用繊維製のも
の）

5.3% 即時撤廃

630510000 包装に使用する種類の袋（ジュートその他の紡織用靱皮繊維製のもの） 0 即時撤廃

630520000 包装に使用する種類の袋（綿製のもの） 4% 即時撤廃

630532000 フレキシブルコンテナ（人造繊維材料製のもの） 3.3% 即時撤廃

630533010 包装に使用する種類の袋（ポリエチレン製のもの）（重量が１ｍ２につき１０
０　ｇ以下の織物類から製造したもの）

3.3% 即時撤廃

630533090 包装に使用する種類の袋（ポリエチレン又はポリプロピレンのストリップ又
はこれに類するものから製造したもの）（その他のもの）

3.3% 即時撤廃

630539000 包装に使用する種類の袋（その他の人造繊維材料製のもの） 5.3% 即時撤廃

630590000 包装に使用する種類の袋（その他の紡織用繊維製のもの） 3.3% 即時撤廃

630612000 ターポリン及び日よけ（合成繊維製のもの） 4% 即時撤廃

630619100 ターポリン及び日よけ（綿製のもの） 5.6% 即時撤廃

630619900 ターポリン及び日よけ（その他の紡織用繊維製のもの） 4% 即時撤廃

630622000 テント（合成繊維製のもの） 4% 即時撤廃

630629100 テント（綿製のもの） 5.6% 即時撤廃

630629900 テント（その他の紡織用繊維製のもの） 4% 即時撤廃

630630000 帆（ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のもの） 4% 即時撤廃

630640100 空気マットレス（綿製のもの） 5.6% 即時撤廃

630640900 空気マットレス（綿製以外の紡織用繊維製のもの） 4% 即時撤廃

630690100 その他のキャンプ用品（綿製のもの） 5.6% 即時撤廃

630690900 その他のキャンプ用品（綿製以外の紡織用繊維製のもの） 4% 即時撤廃

630710010 床掃除用の布、皿洗い用の布、ぞうきんその他これらに類する清掃用の
布（綿製のもの）

6.5% 即時撤廃

630710020 床掃除用の布、皿洗い用の布、ぞうきんその他これらに類する清掃用の
布（綿製以外の紡織用繊維製のもの）

4.7% 即時撤廃

630720010 救命胴衣及び救命帯（綿製のもの） 6.5% 即時撤廃

630720020 救命胴衣及び救命帯（綿製以外の紡織用繊維製のもの） 4.7% 即時撤廃
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630790010 その他の紡織用繊維の製品（ドレスパターンを含む。）（綿製のもの） 6.5% 即時撤廃

630790021 その他の紡織用繊維の製品（ドレスパターンを含む。）（絹製のもの）（長方
形（正方形を含む。）以外の形状に単に裁断したもの）

4.7% 即時撤廃

630790029 その他の紡織用繊維の製品（ドレスパターンを含む。）（その他のもの） 4.7% 即時撤廃

630800000 織物と糸から成るセット（附属品を有するか有しないかを問わないものと
し、ラグ、つづれ織物、ししゅうを施したテーブルクロス又はナプキンその他
これらに類する紡織用繊維製品を作るためのもので、小売用の包装をした
もの）

3.7% 即時撤廃

630900000 中古の衣類その他の物品（紡織用繊維製のもの） 5.8% 即時撤廃

631010000 ぼろ及びくず（ひも、綱若しくはケーブル又はこれらの製品のもの）（選別し
たもの）（紡織用繊維製のもの）

0 即時撤廃

631090000 ぼろ及びくず（ひも、綱若しくはケーブル又はこれらの製品のもの）（選別し
てないもの）（紡織用繊維製のもの）

0 即時撤廃

640110010 防水性のスキー靴（保護用の金属製トーキャップを有するもの）（本底及び
甲がゴム製又はプラスチック製のもの）

27% 2028年撤廃

640110090 防水性の履物（スキー靴を除く。）（保護用の金属製トーキャップを有するも
の）（本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のもの）

6.7% 2028年撤廃

640192010 その他の防水性のスキー靴（くるぶしを覆うもの（ひざを覆うものを除く。））
（本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のもの）

27% 2028年撤廃

640192090 その他の防水性の履物（くるぶしを覆うもの（ひざを覆うものを除く。））（本
底及び甲がゴム製又はプラスチック製のもの）

6.7% 2028年撤廃

640199000 その他の防水性の履物（ひざ及びくるぶしを覆うものを除く。）（本底及び甲
がゴム製又はプラスチック製のもの）

6.7%～8% 2028年撤廃

640212010 スキー靴（クロスカントリー用のものを含む。）（本底及び甲がゴム製又はプ
ラスチック製のもの）

27% 2028年撤廃

640212090 スノーボードブーツ（本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のもの） 8% 2028年撤廃

640219000 スポーツ用の履物（スキー靴を除く。）（本底及び甲がゴム製又はプラス
チック製のもの）

6.7% 2028年撤廃

640220000 履物（甲の部分のストラップ又はひもを本底にプラグ止めしたもの）（本底
及び甲がゴム製又はプラスチック製のもの）

6.7% 2028年撤廃

640291000 その他の履物（くるぶしを覆うもの）（本底及び甲がゴム製又はプラスチック
製のもの）

6.7%～8% 2028年撤廃

640299010 短靴（本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のもの） 6.7%～8% 2028年撤廃

640299021 サンダル（本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のもの）（かかとを覆わ
ないもの）

6.7%～10% 2033年撤廃

640299029 サンダル（本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のもの） 6.7%～10% 2033年撤廃

640299090 その他の履物（くるぶしを覆うもの、短靴及びサンダルを除く。）（本底及び
甲がゴム製又はプラスチック製のもの）

6.7%～10% 2033年撤廃
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640312010 スキー靴（クロスカントリー用のものを含む。）及びスノーボードブーツ（本
底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもので、甲が革製のもの）

27% 2028年撤廃

640312090 スキー靴（クロスカントリー用のものを含む。）及びスノーボードブーツ（本
底がプラスチック製で、甲が革製のもの）

30% 2028年撤廃

640319010 スポーツ用の履物（スキー靴及びスノーボードブーツを除く。）（本底がゴム
製、革製又はコンポジションレザー製のもので、甲が革製のもの）

27% 2028年撤廃

640319090 スポーツ用の履物（スキー靴及びスノーボードブーツを除く。）（本底がプラ
スチック製で、甲が革製のもの）

30% 2028年撤廃

640320011 室内用履物（本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りに
かかるもの）（関税割当制度による割当数量以内のもの）

24% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640320012 室内用履物（本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りに
かかるもの）（その他のもの）

24% 2028年撤廃

640320021 履物（本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかる
もの）（関税割当制度による割当数量以内のもの）

21.6% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640320022 履物（本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかる
もの）（その他のもの）

21.6% 2028年撤廃
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640340011 その他の履物（保護用の金属製トーキャップを有するもの）（本底がゴム
製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のもの）（関税割当制度
による割当数量以内のもの）

21.6% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640340012 その他の履物（保護用の金属製トーキャップを有するもの）（本底がゴム
製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のもの）（その他のもの）

21.6% 2028年撤廃

640340021 その他の履物（保護用の金属製トーキャップを有するもの）（本底がプラス
チック製で、甲が革製のもの）（関税割当制度による割当数量以内のもの）

24% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640340022 その他の履物（保護用の金属製トーキャップを有するもの）（本底がプラス
チック製で、甲が革製のもの）（その他のもの）

24% 2028年撤廃

640351011 室内用履物（くるぶしを覆うもの）（本底が革製で、甲が革製のもの）（関税
割当制度による割当数量以内のもの）

24% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640351012 室内用履物（くるぶしを覆うもの）（本底が革製で、甲が革製のもの）（その
他のもの）

24% 2028年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

640351021 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物（くるぶしを覆うも
の）（本底が革製で、甲が革製のもの）

27% 2028年撤廃

640351022 その他の履物（くるぶしを覆うもの）（本底が革製で、甲が革製のもの）（関
税割当制度による割当数量以内のもの）

21.6% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640351029 その他の履物（くるぶしを覆うもの）（本底が革製で、甲が革製のもの）（そ
の他のもの）

21.6% 2028年撤廃

640359011 スリッパ（本底が革製で、甲が革製のもの） 30% 2033年撤廃

640359012 室内用履物（本底が革製で、甲が革製のもの）（関税割当制度による割当
数量以内のもの）

24% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640359019 室内用履物（本底が革製で、甲が革製のもの）（その他のもの） 24% 2028年撤廃

640359020 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物（本底が革製で、
甲が革製のもの）

27% 2028年撤廃
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(2017.4.1)

品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

640359044 履物（本底が革製で、甲が革製のもの）（中底が１９ｃｍを超えるもの）（紳
士用のもの）（関税割当制度による割当数量以内のもの）

21.6% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640359045 履物（本底が革製で、甲が革製のもの）（中底が１９ｃｍを超えるもの）（婦
人用のもの）（関税割当制度による割当数量以内のもの）

21.6% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640359049 履物（本底が革製で、甲が革製のもの）（中底が１９ｃｍ以下のもの）（関税
割当制度による割当数量以内のもの）

21.6% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640359104 履物（本底が革製で、甲が革製のもの）（中底が１９ｃｍを超えるもの）（紳
士用のもの）（その他のもの）

21.6% 2028年撤廃

640359105 履物（本底が革製で、甲が革製のもの）（中底が１９ｃｍを超えるもの）（婦
人用のもの）（その他のもの）

21.6% 2028年撤廃

640359111 履物（本底が革製で、甲が革製のもの）（中底が１９ｃｍ以下のもの）（ベー
ス又はプラットホームが木製のもの）（その他のもの）

21.6% 2028年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

640359119 履物（本底が革製で、甲が革製のもの）（中底が１９ｃｍ以下のもの）（その
他のもの）

21.6% 2028年撤廃

640391011 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物（くるぶしを覆うも
の）（本底がゴム製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のもの）

27% 2028年撤廃

640391012 その他の履物（室内用履物を除く。）（くるぶしを覆うもの）（本底がゴム製
又はコンポジションレザー製で、甲が革製のもの）（関税割当制度による割
当数量以内のもの）

21.6% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640391019 その他の履物（室内用履物を除く。）（くるぶしを覆うもの）（本底がゴム製
又はコンポジションレザー製で、甲が革製のもの）（その他のもの）

21.6% 2028年撤廃

640391021 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物（くるぶしを覆うも
の）（本底がプラスチック製で、甲が革製のもの）

30% 2033年撤廃

640391022 その他の履物（くるぶしを覆うもの）（本底がプラスチック製で、甲が革製の
もの）及び室内用履物（くるぶしを覆うもの）（本底がゴム製、プラスチック製
又はコンポジションレザー製で、甲が革製のもの）（関税割当制度による割
当数量以内のもの）

24% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640391029 その他の履物（くるぶしを覆うもの）（本底がプラスチック製で、甲が革製の
もの）及び室内用履物（くるぶしを覆うもの）（本底がゴム製、プラスチック製
又はコンポジションレザー製で、甲が革製のもの）（その他のもの）

24% 2028年撤廃

640399011 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物（くるぶしを覆うも
のを除く。）（本底がゴム製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のも
の）

27% 2033年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

640399012 その他の履物（スリッパその他の室内用履物を除く。）（くるぶしを覆うもの
を除く。）（中底が１９ｃｍを超えるもの）（本底がゴム製又はコンポジション
レザー製で、甲が革製のもの）（紳士用のもの）（関税割当制度による割当
数量以内のもの）

21.6% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640399013 その他の履物（スリッパその他の室内用履物を除く。）（くるぶしを覆うもの
を除く。）（中底が１９ｃｍを超えるもの）（本底がゴム製又はコンポジション
レザー製で、甲が革製のもの）（婦人用のもの）（関税割当制度による割当
数量以内のもの）

21.6% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640399014 その他の履物（スリッパその他の室内用履物を除く。）（くるぶしを覆うもの
を除く。）（中底が１９ｃｍ以下のもの）（本底がゴム製又はコンポジションレ
ザー製で、甲が革製のもの）（関税割当制度による割当数量以内のもの）

21.6% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640399015 その他の履物（スリッパその他の室内用履物を除く。）（くるぶしを覆うもの
を除く。）（中底が１９ｃｍを超えるもの）（本底がゴム製又はコンポジション
レザー製で、甲が革製のもの）（紳士用のもの）（その他のもの）

21.6% 2028年撤廃

640399016 その他の履物（スリッパその他の室内用履物を除く。）（くるぶしを覆うもの
を除く。）（中底が１９ｃｍを超えるもの）（本底がゴム製又はコンポジション
レザー製で、甲が革製のもの）（婦人用のもの）（その他のもの）

21.6% 2028年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

640399021 スリッパ及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物（く
るぶしを覆うものを除く。）（本底がプラスチック製で、甲が革製のもの）

30% 2033年撤廃

640399022 その他の履物（くるぶしを覆うものを除く。）（本底がプラスチック製で、甲が
革製のもの）及び室内用履物（くるぶしを覆うものを除く。）（本底がゴム
製、プラスチック製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のもの）（関税
割当制度による割当数量以内のもの）

24% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640399029 その他の履物（くるぶしを覆うものを除く。）（本底がプラスチック製で、甲が
革製のもの）及び室内用履物（くるぶしを覆うものを除く。）（本底がゴム
製、プラスチック製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のもの）（その
他のもの）

24% 2028年撤廃

640399031 その他の履物（スリッパその他の室内用履物を除く。）（くるぶしを覆うもの
を除く。）（中底が１９ｃｍ以下のもの）（本底がゴム製又はコンポジションレ
ザー製で、甲が革製のもの）（ベース又はプラットホームが木製のもの）（そ
の他のもの）

21.6% 2028年撤廃

640399039 その他の履物（スリッパその他の室内用履物を除く。）（くるぶしを覆うもの
を除く。）（中底が１９ｃｍ以下のもの）（本底がゴム製又はコンポジションレ
ザー製で、甲が革製のもの）（その他のもの）

21.6% 2028年撤廃

640411000 スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シュー
ズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物（本底がゴム製又は
プラスチック製で、甲が紡織用繊維製のもの）

8% 2028年撤廃

640419111 その他の履物（スリッパを除く。）（本底がゴム製又はプラスチック製で、甲
が紡織用繊維製のもの（甲に毛皮を使用したもので、甲の一部に革を使用
したもの））（関税割当制度による割当数量以内のもの）

24% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640419119 その他の履物（スリッパを除く。）（本底がゴム製又はプラスチック製で、甲
が紡織用繊維製のもの（甲に毛皮を使用したもので、甲の一部に革を使用
したもの））（共通限度数量以外のもの）

24% 2028年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

640419190 その他の履物（本底がゴム製又はプラスチック製で、甲が紡織用繊維製の
もの（甲に毛皮を使用したもの））

30% 2033年撤廃

640419210 地下たび（本底がゴム製又はプラスチック製で、甲が紡織用繊維製のも
の）

6.7% 2028年撤廃

640419220 キャンバスシューズ（本底がゴム製又はプラスチック製、甲が紡織用繊維
製のもの）

6.7% 2028年撤廃

640419290 その他の履物（本底がゴム製又はプラスチック製、甲が紡織用繊維製のも
の）

8% 2028年撤廃

640420111 履物（本底が革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のも
の）（甲に毛皮を使用したもの）（甲の一部に革を使用したもの（スポーツ用
の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びス
リッパを除く。）（関税割当制度による割当数量以内のもの）

24% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640420119 履物（本底が革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のも
の）（甲に毛皮を使用したもの）（甲の一部に革を使用したもの（スポーツ用
の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びス
リッパを除く。）（その他のもの）

24% 2028年撤廃

640420190 履物（本底が革製又はコンポジションレザー製のもので、甲が紡織用繊維
製のもの（甲に毛皮を使用したもの））

30% 2033年撤廃

640420211 キャンバスシューズ（本底が革製のもの（甲に毛皮を使用したものを除く。）
で、甲が紡織用繊維製のもの）（甲の一部に革を使用したもの（スポーツ用
の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除
く。））（関税割当制度による割当数量以内のもの）

17.3% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640420212 キャンバスシューズ（本底が革製のもの（甲に毛皮を使用したものを除く。）
で、甲が紡織用繊維製のもの）（甲の一部に革を使用したもの（スポーツ用
の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除
く。））（その他のもの）

17.3% 2028年撤廃

640420219 キャンバスシューズ（本底が革製のもの（甲に毛皮を使用したものを除く。）
で、甲が紡織用繊維製のもの）

21.6% 2033年撤廃
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品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

640420221 履物（本底が革製のもの（甲に毛皮を使用したものを除く。）で、甲が紡織
用繊維製のもの）（甲の一部に革を使用したもの（スポーツ用の履物、体操
用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除
く。））（関税割当制度による割当数量以内のもの）

24% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640420222 履物（本底が革製のもの（甲に毛皮を使用したものを除く。）で、甲が紡織
用繊維製のもの）（甲の一部に革を使用したもの（スポーツ用の履物、体操
用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除
く。））（その他のもの）

24% 2028年撤廃

640420229 履物（本底が革製のもの（甲に毛皮を使用したものを除く。）で、甲が紡織
用繊維製のもの）

30% 2033年撤廃

640420300 履物（本底がコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のもの） 6.7% 2028年撤廃

640510111 履物（本底が革製で、甲がコンポジションレザー製のもの）（甲の一部に革
を使用したもの（スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類す
る用途に供する履物及びスリッパを除く。））（関税割当制度による割当数
量以内のもの）

24% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640510119 履物（本底が革製で、甲がコンポジションレザー製のもの）（甲の一部に革
を使用したもの（スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類す
る用途に供する履物及びスリッパを除く。））（その他のもの）

24% 2028年撤廃

640510190 履物（本底が革製で、甲がコンポジションレザー製のもの） 30% 2033年撤廃

640510200 履物（本底がゴム製、プラスチック製又はコンポジションレザー製のもの
で、甲がコンポジションレザー製のもの）

8% 2028年撤廃

640510300 履物（本底が、革製、ゴム製、プラスチック製又はコンポジションレザー製
以外のもので、甲が革製又はコンポジションレザー製のもの）

3.4% 2028年撤廃

640520000 履物（本底が、革製、ゴム製、プラスチック製又はコンポジションレザー製
以外のもので、甲が紡織用繊維製のもの）

3.4% 2028年撤廃
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640590111 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製の
もので、甲が革製、コンポジションレザー製又は紡織用繊維製以外のも
の）（甲に毛皮を使用したもの）（甲の一部に革を使用したもの（スポーツ用
の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びス
リッパを除く。））（関税割当制度による割当数量以内のもの）

24% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640590112 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製の
もので、甲が革製、コンポジションレザー製又は紡織用繊維製以外のも
の）（甲に毛皮を使用したもの）（甲の一部に革を使用したもの（スポーツ用
の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びス
リッパを除く。））（その他のもの）

24% 2028年撤廃

640590119 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製の
もので、甲が革製、コンポジションレザー製又は紡織用繊維製以外のもの
（甲に毛皮を使用したもの））

30% 2033年撤廃

640590121 履物（本底が革製で、甲が革製、コンポジションレザー製又は紡織用繊維
製以外のもの）（甲の一部に革を使用したもの（スポーツ用の履物、体操
用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除
く。））（関税割当制度による割当数量以内のもの）

24% 関税維持（関税割
当の限度数量内分
については税率が
維持される。ただ
し、関税割当枠外に
設定されている二
次税率が発効時に
関税割当枠分に適
用される一次税率
以下に なるため、
相対的に高い税率
が適用される関税
割当枠は利用され
なくなると見込まれ
る。以下「関税維
持」は同様。）

640590122 履物（本底が革製で、甲が革製、コンポジションレザー製又は紡織用繊維
製以外のもの）（甲の一部に革を使用したもの（スポーツ用の履物、体操
用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除
く。））（その他のもの）

24% 2028年撤廃

640590128 履物（本底が革製で、甲が革製、コンポジションレザー製又は紡織用繊維
製以外のもの）

30% 2033年撤廃

640590129 履物（本底がゴム製、プラスチック製、又はコンポジションレザー製で、甲
が革製、コンポジションレザー製又は紡織用繊維製以外のもの）

8% 2028年撤廃

640590200 履物（本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製以
外のもので、甲が革製で、コンポジションレザー製又は紡織用繊維製以外
のもの）

3.4% 2028年撤廃

640610110 甲（革製のもの及び毛皮を使用したもの） 25% 2033年撤廃



223

HS9
(2017.4.1)

品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

640610190 甲の部分品（しんを除く。）（革製のもの及び毛皮を使用したもの） 25% 2033年撤廃

640610200 甲及びその部分品（しんを除く。）（革製のもの及び毛皮を使用したものを
除く。）（その他のもの）

3.4% 2028年撤廃

640620000 本底及びかかと（ゴム製又はプラスチック製のもの） 3.4% 2028年撤廃

640690110 その他の履物の部分品（本底及びかかと（ゴム製又はプラスチック製）並
びに甲を除く。）及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これら
に類する物品（革製のもの（毛皮を使用してあるかないかを問わない。）

25% 2033年撤廃

640690121 その他の履物の部分品（本底及びかかと（ゴム製又はプラスチック製）並
びに甲を除く。）及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これら
に類する物品（木製のもの）

25% 2033年撤廃

640690129 その他の履物の部分品（本底及びかかと（ゴム製又はプラスチック製）並
びに甲を除く。）及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これら
に類する物品（木製のものを除く）

25% 2033年撤廃

640690210 その他の履物の部分品（本底及びかかと（ゴム製又はプラスチック製）並
びに甲を除く。）及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これら
に類する物品（木製のもの）（革製のもの及び毛皮を使用したものを除く）

3.4% 2028年撤廃

640690290 その他の履物の部分品（本底及びかかと（ゴム製又はプラスチック製）並
びに甲を除く。）及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これら
に類する物品（木製のものを除く）（革製のもの及び毛皮を使用したものを
除く）

3.4% 2028年撤廃

650100000 フェルト製の帽体（成型し又はつばを付けたものを除く。）並びにフェルト製
のプラトウ及びマンション（スリットマンションを含む。）

3.6% 即時撤廃

650400000 帽子（組んだもの及びストリップ（材料を問わない。）を組み合わせて作った
もの）

4.4% 即時撤廃

650500100 ヘアネット（材料を問わない。） 3.2% 即時撤廃

650500910 帽子（編物製のもの） 5.8% 即時撤廃

650500990 帽子（レース、フェルトその他の紡織用繊維の織物製（ストリップを除く。）
のもの）

5.8% 即時撤廃

650610100 安全帽子（革製のもの及び毛皮付きのもの） 4.8% 即時撤廃

650610200 安全帽子（革製のもの及び毛皮付きのものを除く。） 4.4% 即時撤廃

650691100 帽子（ゴム製又はプラスチック製のもの）（毛皮付きのもの） 4.8% 即時撤廃

650691200 帽子（ゴム製又はプラスチック製のもの） 4.4% 即時撤廃

650699100 帽子（革製のもの及び毛皮付きのもの） 4.8% 即時撤廃

650699300 帽子（毛皮製のもの） 5.4% 即時撤廃

650699900 帽子（その他の材料製のもの） 4.4% 即時撤廃

650700000 帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひ
さし及びあごひも

3.9% 即時撤廃

660110000 ビーチパラソルその他これに類する傘 4.3% 即時撤廃
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660191000 折畳み式の傘 4.3% 即時撤廃

660199000 その他の傘 4.3% 即時撤廃

660200000 つえ、シートステッキ、むちその他これらに類する製品 3.1% 即時撤廃

660320000 傘の骨（中棒に取り付けたものを含む。） 4.3% 即時撤廃

660390000 傘、つえ、シートステッキ、むちその他これらに類する製品の握りの部分
品、トリミング及び附属品（握り及び傘の骨（中棒に取り付けたものを含
む。）を除く。）

4.3% 即時撤廃

670100000 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿毛
並びにこれらの製品

3.9% 即時撤廃

670210000 人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品（プラスチック製の
もの）

6.6% 即時撤廃

670290000 人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品（その他の材料製
のもの）

3.9% 即時撤廃

670300000 人髪（仕上げをし、梳き、漂白し又はその他の加工をしたもの）及び羊毛、
獣毛その他の紡織用繊維（かつらその他これに類する物品の製造用に調
製したもの）

0 即時撤廃

670411000 かつら（完成品）（合成繊維材料製のもの） 0 即時撤廃

670419000 かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物
品（合成繊維材料製のもの）

0 即時撤廃

670420000 かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物
品（人髪製のもの）及び人髪製品

0 即時撤廃

670490000 かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物
品（その他の材料製のもの）

0 即時撤廃

680100000 舗装用の石、縁石及び敷石（天然石のものに限るものとし、スレートのもの
を除く。）

0 即時撤廃

680210000 天然石（スレートを含む。）製のタイル、キューブその他これらに類する物
品（長方形（正方形を含む。）であるかないかを問わないものとし、面積が
最大の面を１辺が７ｃｍ未満の正方形により包含することができるものに
限る。）並びに人工的に着色した天然石（スレートを含む。）の粒、細片及
び粉

0 即時撤廃

680221000 加工した大理石、トラバーチン及びアラバスター並びにこれらの製品（単に
切り又はのこぎりでひいたもので、表面が平らなもの）

0 即時撤廃

680223000 加工した花こう岩及びその製品（単に切り又はのこぎりでひいたもので、表
面が平らなもの）

0 即時撤廃

680229000 加工したその他の石及びその製品（単に切り又はのこぎりでひいたもの
で、表面が平らなもの）

0 即時撤廃

680291011 大理石の板 0 即時撤廃

680291019 加工した大理石及びその製品（板を除く。）（その他のもの） 0 即時撤廃

680291090 加工したトラバーチン並びにアラバスター及びこれらの製品（その他のも
の）

0 即時撤廃

680292000 加工した石灰質の石（大理石、トラバーチン及びアラバスターを除く。）及び
その製品（その他のもの）

0 即時撤廃
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680293000 加工した花こう岩及びその製品（その他のもの） 0 即時撤廃

680299000 加工したその他の石及びその製品（その他のもの） 0 即時撤廃

680300000 スレート（加工したもの）、スレート製品及び凝結スレート製品 0 即時撤廃

680410010 ミルストーン及びグラインドストーン（製粉用、粉砕用又はパルプ用のもの）
（人造研磨材料製のもの）

2.3% 即時撤廃

680410020 ミルストーン及びグラインドストーン（製粉用、粉砕用又はパルプ用のもの）
（天然石製、天然研磨材料製又は陶磁製のもの）

1.5% 即時撤廃

680421000 その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその
他これらに類する物品（凝結させた合成又は天然のダイヤモンド製のも
の）

2.3% 即時撤廃

680422011 一般回転研削用砥石（軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレ
ジノイド法により製造されたものに限る。）（凝結させた人造研磨材料（ダイ
ヤモンドを除く。）製のもの）

2.3% 即時撤廃

680422019 その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその
他これらに類する物品（凝結させた人造研磨材料（ダイヤモンドを除く。）製
のもの）（その他のもの）

2.3% 即時撤廃

680422020 その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその
他これらに類する物品（凝結させた天然研磨材料（ダイヤモンドを除く。）製
のもの及び陶磁製のもの）

1.5% 即時撤廃

680423000 その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその
他これらに類する物品（天然石製のもの）

1.5% 即時撤廃

680430000 手研ぎ用砥石 2.6% 即時撤廃

680510000 粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維の織物のみに付
着させたもの

3.5% 即時撤廃

680520000 粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紙又は板紙のみに付着させ
たもの

3.5% 即時撤廃

680530000 粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料をその他の材料に付着させた
もの

3.5% 即時撤廃

680610000 スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール（これらの
相互の混合物を含むものとし、バルク状、シート状又はロール状のもの）

0 即時撤廃

680620000 はく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグそ
の他これらに類する膨張させた鉱物性材料（これらの相互の混合物を含
む。）

0 即時撤廃

680690000 断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品 0 即時撤廃

680710000 アスファルトその他これに類する材料の製品（ロール状のもの） 0 即時撤廃

680790000 アスファルトその他これに類する材料の製品（ロール状のものを除く。） 0 即時撤廃

680800000 パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品（植物性繊維、
わら又はかんなくず、ウッドチップ、小片、のこくずその他の木くずをセメン
ト、プラスターその他の鉱物性結合材により凝結させたもの）

0 即時撤廃

680911000 プラスター又はプラスターをもととした材料から成るボード、シート、パネ
ル、タイルその他これらに類する製品（装飾してないもの）（紙又は板紙の
みを張ったもの及びこれらのみにより補強したもの）

0 即時撤廃
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680919000 プラスター又はプラスターをもととした材料から成るボード、シート、パネ
ル、タイルその他これらに類する製品（装飾してないものに限る。）（その他
のもの）

0 即時撤廃

680990000 プラスター又はプラスターをもととした材料から成るその他の製品 0 即時撤廃

681011000 建築用のブロック及びれんが（セメント製、コンクリート製又は人造石製の
もの）

0 即時撤廃

681019000 タイル、敷石、れんがその他これらに類する製品（建築用のブロック及びれ
んがを除く。）（セメント製、コンクリート製又は人造石製のもの）

0 即時撤廃

681091000 建築用又は土木建設用のプレハブ式の構築材（セメント製、コンクリート製
又は人造石製のもの）

0 即時撤廃

681099000 その他のセメント製、コンクリート製又は人造石製の製品 0 即時撤廃

681140000 石綿セメント製、セルロースファイバーセメント製その他これらに類する材
料製の製品（石綿を含有するもの）

2.6% 即時撤廃

681181000 波板（石綿セメント製、セルロースファイバーセメント製その他これらに類す
る材料製のもの）（石綿を含有しないもの）

2.6% 即時撤廃

681182000 その他のシート、パネル、タイルその他これらに類する製品（石綿セメント
製、セルロースファイバーセメント製その他これらに類する材料製のもの）
（石綿を含有しないもの）

2.6% 即時撤廃

681189000 その他の石綿セメント製、セルロースファイバーセメント製その他これらに
類する材料製の製品（石綿を含有しないもの）

2.6% 即時撤廃

681280000 石綿、石綿をもととした混合物又は石綿と炭酸マグネシウムとをもととした
混合物の製品（クロシドライト製のもの）

2.6% 即時撤廃

681291000 石綿、石綿をもととした混合物又は石綿と炭酸マグネシウムとをもととした
混合物の衣類、衣類附属品、履物及び帽子（クロシドライト製以外のもの）

2.6% 即時撤廃

681292000 石綿、石綿をもととした混合物又は石綿と炭酸マグネシウムとをもととした
混合物の紙、厚紙及びフェルト（クロシドライト製以外のもの）

2.6% 即時撤廃

681293000 ジョイント用の圧縮した石綿繊維（シート状又はロール状のもの）（クロシド
ライト製以外のもの）

2.6% 即時撤廃

681299000 石綿、石綿をもととした混合物又は石綿と炭酸マグネシウムとをもととした
混合物の製品（その他のもの）（クロシドライト製以外のもの）

2.6% 即時撤廃

681320100 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及び
その製品（石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたもの）（自動
車の部分品）（石綿を含有するもの）

0 即時撤廃

681320900 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及び
その製品（石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたもの）（自動
車の部分品以外のもの）（石綿を含有するもの）

2.3% 即時撤廃

681381100 ブレーキライニング及びブレーキパッド（石綿その他の鉱物性材料又は繊
維素をもととしたもの）（自動車の部分品）（石綿を含有しないもの）

0 即時撤廃

681381900 ブレーキライニング及びブレーキパッド（石綿その他の鉱物性材料又は繊
維素をもととしたもの）（自動車の部分品を除く。）（石綿を含有しないもの）

2.3% 即時撤廃
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681389100 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及び
その製品（石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたもの）（ブレー
キライニング及びブレーキパッドを除く。）（自動車の部分品）（石綿を含有
しないもの）

0 即時撤廃

681389900 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及び
その製品（石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたもの）（ブレー
キライニング、ブレーキパッド及び自動車の部分品を除く。）（石綿を含有し
ないもの）

2.3% 即時撤廃

681410000 凝結雲母又は再生雲母の板、シート及びストリップ 0 即時撤廃

681490000 雲母（加工したもの）及びその他の雲母製品 0 即時撤廃

681510000 黒鉛その他の炭素の製品（電気用品を除く。） 0 即時撤廃

681520000 泥炭製品 0 即時撤廃

681591000 石その他の鉱物性材料の製品（炭素繊維及びその製品並びに黒鉛その
他の炭素及び泥炭の製品を除く。）（マグネサイト、ドロマイト又はクロマイ
トを含有するもの）

0 即時撤廃

681599010 電気鋳造耐火れんが 0 即時撤廃

681599090 石その他の鉱物性材料の製品（炭素繊維及びその製品並びに黒鉛その
他の炭素及び泥炭の製品を除く。）（その他のもの）（電気鋳造耐火れんが
を除く。）

0 即時撤廃

690100000 れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品（けいそう土その他これに類す
るけい酸質の土から製造したもの）

0 即時撤廃

690210000 耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用陶磁
製耐火製品（マグネシウム、カルシウム又はクロムを酸化マグネシウム、
酸化カルシウム又は三酸化二クロムとして計算した重量が、単独で又は合
計して全重量の５０％を超えるもの）

1.5% 即時撤廃

690220000 耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用陶磁
製耐火製品（アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）若しくはシリカ（ＳｉＯ２）又はこれらの相互
の混合物若しくは化合物の含有量が全重量の５０％を超えるもの）

1.5% 即時撤廃

690290000 耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用陶磁
製耐火製品（その他のもの）

1.5% 即時撤廃

690310000 その他の陶磁製耐火製品（黒鉛その他の炭素又はこれらの相互の混合物
の含有量が全重量の５０％を超えるもの）

3.5% 即時撤廃

690320000 その他の陶磁製耐火製品（アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）又はアルミナとシリカ（ＳｉＯ
２）との混合物若しくは化合物の含有量が全重量の５０％を超えるもの）

3.5% 即時撤廃

690390000 その他の陶磁製耐火製品（その他のもの） 3.5% 即時撤廃

690410000 陶磁製の建設用れんが 0 即時撤廃

690490000 陶磁製の床用ブロック、サポートタイル、フィラータイルその他これらに類
する物品

0 即時撤廃

690510000 陶磁製のかわら 2% 即時撤廃

690590000 煙突用品、建築用装飾品その他の建設用陶磁製品 2% 即時撤廃

690600000 陶磁製の管、導管、とい及び管用継手 0 即時撤廃
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690721000 陶磁製の舗装用品、炉用又は壁用のタイル（第6907.30号又は第6907.40
号のものを除く。）（吸水率が全重量の0.5％以下のもの）

1.7% 即時撤廃

690722000 陶磁製の舗装用品、炉用又は壁用のタイル（第6907.30号又は第6907.40
号のものを除く。）（吸水率が全重量の0.5％を超え10％以下のもの）

1.7% 即時撤廃

690723000 陶磁製の舗装用品、炉用又は壁用のタイル（第6907.30号又は第6907.40
号のものを除く。）（吸水率が全重量の10％を超えるもの）

1.7% 即時撤廃

690730000 陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品（第6907.40号のもの
を除く。）

1.7% 即時撤廃

690740000 仕上げ用の陶磁製品 1.7% 即時撤廃

690911010 触媒の製造に使用する触媒担体（磁器製のもの） 0 即時撤廃

690911020 磁器製の理化学用その他の技術的用途に供する物品（触媒の製造に使
用する触媒担体を除く。）

0 即時撤廃

690912010 触媒の製造に使用する触媒担体（モース硬さが９以上のもの）（その他の
もの）

0 即時撤廃

690912020 陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品（触媒の製造に使
用する触媒担体を除く。）（モース硬さが９以上のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

690919010 触媒の製造に使用する触媒担体（その他のもの） 0 即時撤廃

690919020 陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品（触媒の製造に使
用する触媒担体を除く。）（その他のもの）

0 即時撤廃

690990000 農業に使用する種類のおけ、かめその他これらに類する容器及び輸送又
は包装に使用する種類のつぼ、ジャーその他これらに類する製品

0 即時撤廃

691010000 磁器製の台所用流し、洗面台、浴槽、ビデ、便器、水洗用水槽その他これ
らに類する衛生用備付品

0 即時撤廃

691090000 陶磁製の台所用流し、洗面台、浴槽、ビデ、便器、水洗用水槽その他これ
らに類する衛生用備付品（磁器製のものを除く。）

0 即時撤廃

691110000 磁器製の食卓用品及び台所用品 2.3% 即時撤廃

691190000 磁器製の家庭用品（食卓用品及び台所用品を除く。）及び化粧用品 2.3% 即時撤廃

691200000 陶磁製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品（磁器製
のものを除く。）

2.3% 即時撤廃

691310000 磁器製の小像その他の装飾品 2.3% 即時撤廃

691390000 陶磁製の小像その他の装飾品（磁器製のものを除く。） 2.3% 即時撤廃

691410000 その他の磁器製品 0 即時撤廃

691490000 その他の陶磁製品（磁器製のものを除く。） 0 即時撤廃

700100000 ガラスのくず及び塊 0 即時撤廃

700210000 ガラスの球（加工してないもの） 0 即時撤廃

700220000 ガラスの棒（加工してないもの） 0 即時撤廃
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700231000 石英ガラスの管 0 即時撤廃

700232000 その他のガラス（線膨脹係数が温度０度から３００度までの範囲において１
ケルビンにつき１００万分の５以下のものに限る。）の管

0 即時撤廃

700239000 ガラスの管（その他のもの） 0 即時撤廃

700312000 鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス（色つきのもの、不透明の
もの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するものに限
るものとし、金属の線又は網を入れたものを除く。）

0 即時撤廃

700319000 鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス（金属の線又は網を入れた
もの色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は
無反射層を有するものを除く。）

0 即時撤廃

700320000 鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス（金属の線又は網を入れた
もの）

0 即時撤廃

700330000 鋳込み法又はロール法により製造した溝型ガラス 0 即時撤廃

700420000 引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス（色つきのもの、不透明の
もの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するもの）

0 即時撤廃

700490000 引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス（色つきのもの、不透明の
もの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するものを除
く。）

0 即時撤廃

700510010 フロート板ガラス及び磨き板ガラス（金属の線又は網を入れてないガラス
で無反射層を有するもの）

0 即時撤廃

700510090 フロート板ガラス及び磨き板ガラス（金属の線又は網を入れてないガラス
で吸収層又は反射層を有するもの）

4.2% 即時撤廃

700521010 フロート板ガラス及び磨き板ガラス（金属の線又は網を入れてないガラス
で吸収層、反射層又は無反射層を有しないもの）（色つきのもの、不透明
のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの）（厚さが４ｍｍ以下
のもの）

4.2% 即時撤廃

700521090 フロート板ガラス及び磨き板ガラス（金属の線又は網を入れてないガラス
で吸収層、反射層又は無反射層を有しないもの）（色つきのもの、不透明
のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの）（厚さが６ｍｍを超
えるもの）

4.2% 即時撤廃

700529010 フロート板ガラス及び磨き板ガラス（金属の線又は網を入れてないガラス
で吸収層、反射層又は無反射層を有しないもの）（色つきのもの、不透明
のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたものを除く。）（厚さが４ｍ
ｍ以下のもの）

3.1% 即時撤廃

700529020 フロート板ガラス及び磨き板ガラス（金属の線又は網を入れてないガラス
で吸収層、反射層又は無反射層を有しないもの）（色つきのもの、不透明
のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたものを除く。）（厚さが４ｍ
ｍを超え６ｍｍ以下のもの）

4.2% 即時撤廃

700529090 フロート板ガラス及び磨き板ガラス（金属の線又は網を入れてないガラス
で吸収層、反射層又は無反射層を有しないもの）（色つきのもの、不透明
のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたものを除く。）（厚さが６ｍ
ｍを超えるもの）

4.2% 即時撤廃

700530000 フロート板ガラス及び磨き板ガラス（金属の線又は網を入れたもの） 4.2% 即時撤廃

700600000 ガラス（第７０．０３項から第７０．０５項までのガラスを曲げ、縁加工し、彫
り、穴をあけ、ほうろう引きをし又はその他の加工をしたものに限るものと
し、枠付きのもの及び他の材料を取り付けたものを除く。）

0 即時撤廃
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700711010 強化ガラス（車両用、航空機用、宇宙飛行体用に適する寸法及び形状の
もの）

0 即時撤廃

700711090 強化ガラス（船舶用に適する寸法及び形状のもの） 3.5% 即時撤廃

700719000 強化ガラス（車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法
及び形状のものを除く。）

3.5% 即時撤廃

700721010 合わせガラス（自動車用のもの） 0 即時撤廃

700721090 合わせガラス（車両用（自動車用のものを除く。）、航空機用、宇宙飛行体
用又は船舶用に適する寸法及び形状のものに限る。）

0 即時撤廃

700729000 合わせガラス（車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸
法及び形状のものを除く。）

3.5% 即時撤廃

700800000 断熱用複層ガラス 0 即時撤廃

700910000 バックミラー（車両用のもの） 0 即時撤廃

700991000 ガラス鏡（車両用のバックミラーを除く。）（枠付きでないもの） 0 即時撤廃

700992000 ガラス鏡（車両用のバックミラーを除く。）（枠付きのもの） 0 即時撤廃

701010000 ガラス製のアンプル（輸送又は包装に使用する種類のもの） 0 即時撤廃

701020000 ガラス製の栓、ふたその他これらに類する物品 0 即時撤廃

701090000 ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼその他の容器（輸送又は包装に使用
する種類のもの）、保存用ジャー及び栓、ふたその他これらに類する物品

0 即時撤廃

701110000 ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの
及びこれらの部分品（電灯用のもの）

0 即時撤廃

701120000 ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの
及びこれらの部分品（陰極線管用のもの）

0 即時撤廃

701190000 ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの
及びこれらの部分品（電灯用のもの及び陰極線管用のものを除く。）

0 即時撤廃

701310000 ガラスセラミックス製品（食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用そ
の他これらに類する用途に供する種類のもの）

3.1% 即時撤廃

701322000 脚付きグラス類（鉛ガラス製のもの）（ガラスセラミック製のものを除く。） 3.1% 即時撤廃

701328000 脚付きグラス類（鉛ガラス製のもの以外のもの）（ガラスセラミック製のもの
を除く。）

3.1% 即時撤廃

701333000 その他のコップ類（鉛ガラス製のもの）（ガラスセラミック製のものを除く。） 3.1% 即時撤廃

701337000 その他のコップ類（鉛ガラス製のもの以外のもの）（ガラスセラミック製のも
のを除く。）

3.1% 即時撤廃

701341000 食卓用又は台所用に供する種類の鉛ガラス製品（コップ類を除く。） 3.9% 即時撤廃

701342000 食卓用又は台所用に供する種類のガラス製品（コップ類及びガラスセラ
ミックス製のものを除く。）（線膨脹係数が温度０度から３００度までの範囲
において１ケルビンにつき１００万分の５以下のもの）

3.9% 即時撤廃
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701349000 食卓用又は台所用に供する種類のガラス製品（コップ類及びガラスセラ
ミックス製のものを除く。）（その他のもの）

3.9% 即時撤廃

701391000 鉛ガラス製品（化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に
供する種類のもの）

3.9% 即時撤廃

701399000 ガラス製品（化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供
する種類のもの）（鉛ガラス製のもの及びガラスセラミックス製のものを除
く。）

3.9% 即時撤廃

701400000 ガラス製の信号用品及び光学用品（第７０．１５項のもの及び光学的に研
磨したものを除く。）

0 即時撤廃

701510000 視力矯正眼鏡用のガラス 0 即時撤廃

701590000 時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用（視力矯正用のものを
除く。）並びにこれらの製造に使用する中空球面ガラス及びそのセグメント

0 即時撤廃

701610000 ガラス製のキューブその他の細貨（モザイク用その他これに類する装飾用
のもの）

0 即時撤廃

701690010 ステンドグラスその他これに類するガラス 0 即時撤廃

701690090 ガラス製の舗装用ブロック、スラブ、れんが、タイルその他の建築又は建
設に使用する種類の製品及びブロック、パネル、板、殻その他これらに類
する形状の多泡ガラス

3.1% 即時撤廃

701710000 理化学用又は衛生用の石英ガラス製品 0 即時撤廃

701720000 理化学用又は衛生用のガラス製品（線膨脹係数が温度０度から３００度ま
での範囲において１ケルビンにつき１００万分の５以下のガラス製のもの）

0 即時撤廃

701790000 理化学用又は衛生用のガラス製品（その他のもの） 0 即時撤廃

701810000 ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類す
る細貨

8% 2028年撤廃

701820000 ガラス製のマイクロスフィア（直径が１ｍｍ以下のもの） 6.6% 即時撤廃

701890010 ガラス製の細貨の製品、ガラス製の眼（人体用のものを除く。）及びランプ
加工をしたガラス製の小像その他の装飾品（貴金属又はこれをめっきした
金属を使用したもの）

6.6% 2028年撤廃

701890090 ガラス製の細貨の製品、ガラス製の眼（人体用のものを除く。）及びランプ
加工をしたガラス製の小像その他の装飾品（貴金属又はこれをめっきした
金属を使用したものを除く。）

0 即時撤廃

701911000 ガラス繊維のチョップストランド（長さが５０ｍｍ以下のもの） 0 即時撤廃

701912000 ガラス繊維のロービング 0 即時撤廃

701919020 ガラス繊維の糸 0 即時撤廃

701919090 ガラス繊維のチョップドストランド（その他のもの） 0 即時撤廃

701931000 ガラス繊維のマット 0 即時撤廃

701932000 ガラス繊維の薄いシート（ボイル） 0 即時撤廃

701939000 ガラス繊維のウェブ、マットレス、ボードその他これらに類する織ってない
物品

0 即時撤廃
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701940000 ガラス繊維のロービング製の織物 0 即時撤廃

701951000 ガラス繊維のその他の織物（幅が３０ｃｍ以下のもの） 0 即時撤廃

701952000 ガラス繊維のその他の織物（幅が３０ｃｍを超えるもの）（重量が１ｍ２につ
き２５０　ｇ未満の平織りのもので、単糸が１３６テックス以下の長繊維製の
もの）

0 即時撤廃

701959000 ガラス繊維のその他の織物（その他のもの） 0 即時撤廃

701990000 その他のガラス繊維の製品 0 即時撤廃

702000000 その他のガラス製品 0 即時撤廃

710110000 天然真珠（糸通しし又は取り付けたものを除く。） 0 即時撤廃

710121110 加工してない養殖真珠（アコヤ真珠のもの）（糸通しし又は取り付けたもの
を除く。）

0 即時撤廃

710121120 加工してない養殖真珠（白ちょう真珠及び黒ちょう真珠のもの）（糸通しし又
は取り付けたものを除く。）

0 即時撤廃

710121190 加工してない養殖真珠（その他のもの）（糸通しし又は取り付けたものを除
く。）

0 即時撤廃

710122210 加工した養殖真珠（アコヤ真珠のもの）（糸通しし又は取り付けたものを除
く。）

0 即時撤廃

710122220 加工した養殖真珠（白ちょう真珠及び黒ちょう真珠のもの）（糸通しし又は
取り付けたものを除く。）

0 即時撤廃

710122290 加工した養殖真珠（その他のもの）（糸通しし又は取り付けたものを除く。） 0 即時撤廃

710210000 選別してないダイヤモンド 0 即時撤廃

710221000 工業用のダイヤモンド（加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブ
ルーチしたもの）

0 即時撤廃

710229000 工業用のダイヤモンド（加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブ
ルーチしたものを除く。）

0 即時撤廃

710231000 工業用以外のダイヤモンド（加工してないもの及び単にひき、クリーブし又
はブルーチしたもの）

0 即時撤廃

710239000 工業用以外のダイヤモンド（加工してないもの及び単にひき、クリーブし又
はブルーチしたものを除く。）

0 即時撤廃

710310000 貴石及び半貴石（加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作ったも
の）（ダイヤモンドを除く。）

0 即時撤廃

710391000 加工したルビー、サファイヤ及びエメラルド（単にひいたもの及び粗く形
作ったものを除く。）

0 即時撤廃

710399000 加工した貴石及び半貴石（ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、エメラルド及
び単にひいたもの並びに粗く形作ったものを除く。）

0 即時撤廃

710410000 合成又は再生のピエゾエレクトリッククオーツ 0 即時撤廃

710420000 合成又は再生の貴石及び半貴石（ピエゾエレクトリッククオーツを除く。）
（加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作ったもの）

0 即時撤廃
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710490000 加工した合成又は再生の貴石及び半貴石（ピエゾエレクトリッククオーツ及
び単にひいたもの並びに粗く形作ったものを除く。）

0 即時撤廃

710510000 ダイヤモンドのダスト及び粉 0 即時撤廃

710590000 天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト及び粉（ダイヤモンドのものを除
く。）

0 即時撤廃

710610000 銀の粉 0 即時撤廃

710691000 銀（加工してないもの） 0 即時撤廃

710692110 銀の合金（棒、形材、板、シート及びストリップ） 0 即時撤廃

710692190 銀（合金を除く。）（棒、形材、板、シート及びストリップ） 0 即時撤廃

710692200 銀の一次製品（棒、形材、板、シート及びストリップを除く。） 0 即時撤廃

710700000 銀を張った卑金属（一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。） 0 即時撤廃

710811000 金の粉 0 即時撤廃

710812000 金（加工してないもの）（マネタリーゴールドを除く。） 0 即時撤廃

710813010 金の棒、形材、板、シート及びストリップ（マネタリーゴールドを除く。） 0 即時撤廃

710813090 金の一次製品（棒、形材、板、シート、ストリップ及びマネタリーゴールドを
除く。）

0 即時撤廃

710820000 マネタリーゴールド 0 即時撤廃

710900000 金を張った卑金属及び銀（一次製品を含むものとし、更に加工したものを
除く。）

0 即時撤廃

711011000 白金（加工してないもの及び粉状のもの） 0 即時撤廃

711019110 白金の棒、形材、板、シート及びストリップ（合金のもの） 0 即時撤廃

711019190 白金の棒、形材、板、シート及びストリップ（合金を除く。） 0 即時撤廃

711019200 白金の一次製品（棒、形材、板、シート及びストリップを除く。） 0 即時撤廃

711021000 パラジウム（加工してないもの及び粉状のもの） 0 即時撤廃

711029000 パラジウムの一次製品 0 即時撤廃

711031010 ロジウムの粉 0 即時撤廃

711031090 ロジウム（加工してないもの） 0 即時撤廃

711039000 ロジウムの一次製品 0 即時撤廃

711041000 イリジウム、オスミウム及びルテニウム（加工してないもの及び粉状のも
の）

0 即時撤廃

711049000 イリジウム、オスミウム又はルテニウムの一次製品 0 即時撤廃

711100000 白金を張った卑金属、銀及び金（一次製品を含むものとし、更に加工したも
のを除く。）

0 即時撤廃

711230020 白金のもの（貴金属又はその化合物を含む灰） 0 即時撤廃

711230090 その他のもの（貴金属又はその化合物を含む灰） 0 即時撤廃
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711291000 金のくず（金を張った金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有す
る加工くずを除く。）

0 即時撤廃

711292000 白金のくず（白金を張った金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含
有するものを除く。）

0 即時撤廃

711299000 貴金属又は貴金属を張った金属のくず及び主として貴金属の回収に使用
する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの（その
他のもの）

0 即時撤廃

711311000 銀製の身辺用細貨類 5.2% 即時撤廃

711319010 白金（イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムを含
む。）製の身辺用細貨類

5.2% 即時撤廃

711319021 時計用又は眼鏡用の鎖その他の身辺装飾用の鎖（金製のもの） 5.4% 即時撤廃

711319029 金製の身辺用細貨類（時計用又は眼鏡用の鎖その他の身辺装飾用の鎖
を除く。）

5.4% 即時撤廃

711320000 貴金属を張った卑金属製の身辺用細貨類 5.4% 即時撤廃

711411000 銀製の細工品及びその部分品（その他の貴金属をめっきしてあるかない
か又は張ってあるかないかを問わない。）

5.4% 即時撤廃

711419000 金製又は白金製の細工品及びその部分品（貴金属をめっきしてあるかな
いか又は張ってあるかないかを問わない。）

3.3% 即時撤廃

711420000 貴金属を張った卑金属製の細工品及びその部分品 3.3% 即時撤廃

711510000 触媒（白金をワイヤクロス状又はワイヤグリル状にしたもの） 0 即時撤廃

711590000 貴金属又は貴金属を張った金属のその他の製品（白金をワイヤクロス状
又はワイヤグリル状にした触媒を除く。）

0 即時撤廃

711610000 天然又は養殖の真珠の製品 5.2% 即時撤廃

711620100 貴石又は半貴石の製品（理化学用又は工業用のもの） 2.5% 即時撤廃

711620210 貴石又は半貴石の身辺用細貨類及びその部分品 5.2% 即時撤廃

711620290 貴石又は半貴石の製品（理化学用又は工業用のもの及び身辺用細貨類
を除く。）

5.2% 即時撤廃

711711010 卑金属製のカフスボタン及び飾りボタン（貴金属をめっきした金属、さん
ご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの）

5.4% 即時撤廃

711711020 卑金属製のカフスボタン及び飾りボタン（貴金属をめっきした金属、さん
ご、ぞうげ又はべっこうを使用したものを除く。）

5.3% 即時撤廃

711719010 卑金属製の身辺用模造細貨類（カフスボタン及び飾りボタンを除く。）（貴
金属をめっきしたもの）

3.7% 即時撤廃

711719090 卑金属製の身辺用模造細貨類（カフスボタン及び飾りボタン並びに貴金属
をめっきしたものを除く。）

3.7% 即時撤廃

711790010 木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殼とプラスチックその他二種
類以上の材料（首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除
く。）で構成される身辺用模造細貨類（貴金属をめっきしたものを除く。）

10% 即時撤廃
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711790021 木製の身辺用模造細貨類 2.7% 即時撤廃

711790022 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殼その
他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製の身辺用模造細貨類

3.4% 即時撤廃

711790023 プラスチック製の身辺用模造細貨類 5% 即時撤廃

711790024 貴金属をめっきした身辺用模造細貨類（木製のもの、プラスチック製のも
の及びアイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝
殼その他の動物性の彫刻用若しくは細工用の材料製のものを除く。）

5% 即時撤廃

711790029 身辺用模造細貨類（木製のもの、プラスチック製のもの、アイボリー、骨、
かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殼その他の動物性の彫
刻用若しくは細工用の材料製のもの及び二種類以上の材料で構成される
ものを除く。）（貴金属をめっきしてないもの）

5% 即時撤廃

711810000 貨幣（法貨でないものに限るものとし、金貨を除く。） 0 即時撤廃

711890010 金貨 0 即時撤廃

711890090 貨幣（法貨のものに限るものとし、金貨を除く。） 0 即時撤廃

720110010 非合金銑鉄（けい素の含有量が全重量の１．２％未満でりんの含有量が
全重量の０．０４％以下のもの）

0 即時撤廃

720110091 非合金銑鉄（けい素の含有量が全重量の１．２％以上１．６％未満か又は
りんの含有量が全重量の０．０４％を超えるもの）（りんの含有量が全重量
の０．５％以下のもの）

0 即時撤廃

720110099 非合金銑鉄（けい素の含有量が全重量の１．６％以上か又はりんの含有
量が全重量の０．０４％を超えるもの）（りんの含有量が全重量の０．５％以
下のもの）

0 即時撤廃

720120000 非合金銑鉄（りんの含有量が全重量の０．５％を超えるもの） 0 即時撤廃

720150000 合金銑鉄及びスピーゲル 0 即時撤廃

720211000 フェロマンガン（炭素の含有量が全重量の２％を超えるもの） 6.3% 即時撤廃

720219000 フェロマンガン（炭素の含有量が全重量の２％以下のもの） 6.3% 即時撤廃

720221000 フェロシリコン（けい素の含有量が全重量の５５％を超えるもの） 0 即時撤廃

720229000 フェロシリコン（けい素の含有量が全重量の５５％以下のもの） 2.5% 即時撤廃

720230000 フェロシリコマンガン 2.5% 即時撤廃

720241000 フェロクロム（炭素の含有量が全重量の４％を超えるもの） 0 即時撤廃

720249000 フェロクロム（炭素の含有量が全重量の４％以下のもの） 5.3% 即時撤廃

720250000 フェロシリコクロム 2.5% 即時撤廃

720260010 フェロニッケル（ニッケルの含有量が全重量の３３％未満のもの） 3.3% 即時撤廃

720260090 フェロニッケル（ニッケルの含有量が全重量の３３％以上のもの） 3.3% 即時撤廃

720270000 フェロモリブデン 3.3% 即時撤廃
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720280010 フェロタングステン 2% 即時撤廃

720280020 フェロシリコタングステン 2.5% 即時撤廃

720291000 フェロチタン及びフェロシリコチタン 2.5% 即時撤廃

720292000 フェロバナジウム 2.5% 即時撤廃

720293000 フェロニオブ 0 即時撤廃

720299010 りん鉄 2.5% 即時撤廃

720299090 フェロアロイ（その他のもの） 2.5% 即時撤廃

720310000 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼 0 即時撤廃

720390000 海綿状の鉄鋼（鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼を除く。）及び重量比によ
る純度が９９．９４％以上の鉄（ランプ、ペレットその他これらに類する形状
のもの）

0 即時撤廃

720410000 鋳鉄のくず 0 即時撤廃

720421000 ステンレス鋼のくず 0 即時撤廃

720429000 合金鋼（ステンレス鋼を除く。）のくず 0 即時撤廃

720430000 すずをめっきした鉄鋼のくず 0 即時撤廃

720441000 鉄鋼（鋳鉄及び合金鋼並びにすずをめっきした鉄鋼を除く。）の切削くず及
び打抜きくず

0 即時撤廃

720449000 鉄鋼（鋳鉄及び合金鋼並びにすずをめっきした鉄鋼を除く。）のくず（切削く
ず、打抜きくず及びヘビーくずを除く。）

0 即時撤廃

720450010 合金鋼の再溶解用のインゴット 4.7% 即時撤廃

720450020 鉄又は非合金鋼の再溶解用のインゴット 3.4% 即時撤廃

720510000 銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粒 0 即時撤廃

720521010 合金鋼の粉（ニッケルの含有量が全重量の１％以上５％未満のもの） 0 即時撤廃

720521090 合金鋼の粉（ニッケルの含有量が全重量の１％以上５％未満のものを除
く。）

0 即時撤廃

720529000 銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼（合金鋼を除く。）の粉 0 即時撤廃

720610010 鉄又は非合金鋼のインゴット（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のも
の）

0 即時撤廃

720610020 鉄又は非合金鋼のインゴット（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のも
の）

0 即時撤廃

720690010 鉄又は非合金鋼の一次形状のもの（インゴットを除く。）（炭素の含有量が
全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

720690020 鉄又は非合金鋼の一次形状のもの（インゴットを除く。）（炭素の含有量が
全重量の０．６％以上のもの）

3.9% 即時撤廃

720711000 鉄又は非合金鋼の半製品（炭素の含有量が全重量の０．２５％未満のも
の）（横断面が長方形（正方形を含む。）のもので、幅が厚さの２倍未満の
もの）

0 即時撤廃
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720712000 鉄又は非合金鋼の半製品（炭素の含有量が全重量の０．２５％未満のも
の）（横断面が長方形のもので、幅が厚さの２倍以上のもの）

0 即時撤廃

720719000 鉄又は非合金鋼の半製品（炭素の含有量が全重量の０．２５％未満のも
の）（横断面が長方形（正方形を含む。）のものを除く。）

0 即時撤廃

720720011 鉄又は非合金鋼のビレット（炭素の含有量が全重量の０．２５％以上０．
６％未満のもの）

0 即時撤廃

720720012 鉄又は非合金鋼のスラブ（炭素の含有量が全重量の０．２５％以上０．６％
未満のもの）

0 即時撤廃

720720019 鉄又は非合金鋼の半製品（ビレット及びスラブを除く。）（炭素の含有量が
全重量の０．２５％以上０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

720720020 鉄又は非合金鋼の半製品（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの） 0 即時撤廃

720810010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの））（浮
出し模様のあるもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

720810021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（厚さが３ｍｍ未満のものにあっては降伏点が２７５メガパスカル以上
のもの及び厚さが３ｍｍ以上のものにあっては降伏点が３５５メガパスカル
以上のもの）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたも
の）（浮出し模様のあるもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のも
の）

0 即時撤廃

720810029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの））（浮
出し模様のあるもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの）（炭
素の含有量が全重量の０．６％未満のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

720825011 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの及び酸洗いをしたもの（更に加工したものを除
く。）で巻いたもの））（厚さが４．７５ｍｍ以上６ｍｍ以下のもの）（炭素の含
有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

720825019 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの及び酸洗いをしたもの（更に加工したものを除
く。）で巻いたもの））（厚さが６ｍｍ以上のもの）（炭素の含有量が全重量の
０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

720825020 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延をしたもの及び酸
洗いをしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの））（厚さが４．７５
ｍｍ以上のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720825030 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル未満のもの）（熱間圧延をしたもの及び酸
洗いをしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの））（炭素の含有量
が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃
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720826011 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの及び酸洗いをしたもの（更に加工したものを除
く。）で巻いたもの））（厚さが３ｍｍ以上４．７５ｍｍ未満のもの）（炭素の含
有量が全重量の０．６％未満のもの）（高張力鋼板（引張り強さが４９０メガ
パスカル以上のもの））

0 即時撤廃

720826019 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの及び酸洗いをしたもの（更に加工したものを除
く。）で巻いたもの））（厚さが３ｍｍ以上４．７５ｍｍ未満のもの）（炭素の含
有量が全重量の０．６％未満のもの）（高張力鋼板（引張り強さが４９０メガ
パスカル未満のもの））

0 即時撤廃

720826021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延をしたもの及び酸
洗いをしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの））（厚さが３ｍｍ
以上４．７５ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のも
の）

0 即時撤廃

720826029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル未満のもの）（熱間圧延をしたもの及び酸
洗いをしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの））（厚さが３ｍｍ
以上４．７５ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のも
の）

0 即時撤廃

720827011 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの及び酸洗いをしたもの（更に加工したものを除
く。）で巻いたもの））（厚さが３ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の
０．６％未満のもの）（高張力鋼板（引張り強さが４９０メガパスカル以上の
もの））

0 即時撤廃

720827019 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの及び酸洗いをしたもの（更に加工したものを除
く。）で巻いたもの））（厚さが３ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の
０．６％未満のもの）（高張力鋼板（引張り強さが４９０メガパスカル未満の
もの））

0 即時撤廃

720827021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延をしたもの及び酸
洗いをしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの））（厚さが３ｍｍ
未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720827029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル未満のもの）（熱間圧延をしたもの及び酸
洗いをしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ未
満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720836010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が１０ｍｍを超えるもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

720836021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが１０ｍｍを超えるもの）（炭素
の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃
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720836029 鉄又は非合金のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍｍ
以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）
（降伏点が３５５メガパスカル未満のもの）（熱間圧延をしたもの（更に加工
したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが１０ｍｍを超えるもの））（炭素の含
有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720837011 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が４．７５ｍｍ以上６ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％
未満のもの）

0 即時撤廃

720837019 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延したもので幅が６００ｍｍ
以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）
（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが６
ｍｍ以上１０ｍｍ以下のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のも
の）

0 即時撤廃

720837020 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが４．７５ｍｍ以上１０ｍｍ以下
のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720837030 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル未満のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが４．７５ｍｍ以上のもの）（炭素
の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720838010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が３ｍｍ以上４．７５ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％
未満のもの）

0 即時撤廃

720838021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ以上４．７５ｍｍ未満の
もの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720838029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル未満のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ以上４．７５ｍｍ未満の
もの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720839010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が３ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

720839021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ未満のもの）（炭素の含
有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃
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720839029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル未満のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ未満のもの）（炭素の含
有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720840010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてないもの））
（浮出し模様のあるもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

720840020 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（厚さが３ｍｍ未満のものにあっては降伏点が２７５メガパスカル以上
のもの及び厚さが３mm以上のものにあっては降伏点が３５５メガパスカル
以上のもの）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてな
いもの）（浮出し模様のあるもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上
のもの）

0 即時撤廃

720840030 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（厚さが３ｍｍ未満のものにあっては降伏点が２７５メガパスカル未満
のもの及び厚さが３mm以上のものにあっては降伏点が３５５メガパスカル
未満のもの）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてな
いもの）（浮出し模様のあるもの）（炭素の含有量が全重量の０．７％以上
のもの）

0 即時撤廃

720851011 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が１０ｍｍを超え５０ｍｍ以下のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％
未満のもの）

0 即時撤廃

720851019 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が５０ｍｍを超えるもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

720851021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが１０ｍｍを超え５０ｍｍ以下の
もの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720851029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが５０ｍｍを超えるもの）（炭素
の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720851031 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル未満のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが１０ｍｍを超え５０ｍｍ以下の
もの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720851039 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル未満のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが５０ｍｍを超えるもの）（炭素
の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃
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720852011 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が４．７５ｍｍ以上６ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％
未満のもの）

0 即時撤廃

720852019 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が６ｍｍ以上１０ｍｍ以下のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満
のもの）

0 即時撤廃

720852021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが４．７５ｍｍ以上６ｍｍ未満の
もの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720852029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが６ｍｍ以上１０ｍｍ以下のも
の）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720852031 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル未満のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが４．７５ｍｍ以上６ｍｍ未満の
もの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720852039 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル未満のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが６ｍｍ以上１０ｍｍ以下のも
の）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720853010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が３ｍｍ以上４．７５ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％
未満のもの）

0 即時撤廃

720853021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ以上４．７５ｍｍ未満の
もの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720853029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル未満のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ以上４．７５ｍｍ未満の
もの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720854010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が３ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃
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720854021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ未満のもの）（炭素の含
有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720854029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル未満のもの）（熱間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ未満のもの）（炭素の含
有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720890000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもので幅が６００ｍ
ｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（更に加工したもの）

0 即時撤廃

720915010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（冷間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が３ｍｍ以上のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

720915021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ以上のもの）（炭素の含
有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720915029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル未満のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ以上のもの）（炭素の含
有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720916011 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（冷間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が１ｍｍを超え３ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満
のもの）（高張力鋼板（引張り強さが３４０メガパスカル以上のもの））

0 即時撤廃

720916019 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（冷間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が１ｍｍを超え３ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満
のもの）（高張力鋼板（引張り強さが３４０メガパスカル未満のもの））

0 即時撤廃

720916021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル以上のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが１ｍｍを超え３ｍｍ未満のも
の）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720916029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル未満のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが１ｍｍを超え３ｍｍ未満のも
の）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃
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720917011 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（冷間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が０．５ｍｍ以上１ｍｍ以下のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未
満のもの）（高張力鋼板（引張り強さが３４０メガパスカル以上のもの））

0 即時撤廃

720917019 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（冷間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が０．５ｍｍ以上１ｍｍ以下のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未
満のもの）（高張力鋼板（引張り強さが３４０メガパスカル未満のもの））

0 即時撤廃

720917021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル以上のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが０．５ｍｍ以上１ｍｍ以下のも
の）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720917029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル未満のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが０．５ｍｍ以上１ｍｍ以下のも
の）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720918010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（冷間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さ
が０．５ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

720918021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル以上のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが０．５ｍｍ未満のもの）（炭素
の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720918029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル未満のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが０．５ｍｍ未満のもの）（炭素
の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720925010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（冷間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてないもの）
（厚さが３ｍｍ以上のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

720925021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いてないもの）（厚さが３ｍｍ以上のもの）（炭素
の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720925029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が３５５メガパスカル未満のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いてないもの）（厚さが３ｍｍ以上のもの）（炭素
の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃
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720926010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（冷間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてないもの）
（厚さが１ｍｍを超え３ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．
６％未満のもの）

0 即時撤廃

720926021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル以上のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いてないもの）（厚さが１ｍｍを超え３ｍｍ未満
のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720926029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル未満のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いてないもの）（厚さが１ｍｍを超え３ｍｍ未満
のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720927010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（冷間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてないもの）
（厚さが０．５ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のも
の）

0 即時撤廃

720927021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル以上のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いてないもの）（厚さが０．５ｍｍ以上１ｍｍ以下
のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720927029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル未満のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いてないもの）（厚さが０．５ｍｍ以上１ｍｍ以下
のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720928010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（冷間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてないもの）
（厚さが０．５ｍｍ未満のもの）（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のも
の）

0 即時撤廃

720928021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル以上のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いてないもの）（厚さが０．５ｍｍ未満のもの）
（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720928029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（降伏点が２７５メガパスカル未満のもの）（冷間圧延をしたもの（更に
加工したものを除く。）で巻いてないもの）（厚さが０．５ｍｍ未満のもの）
（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

720990000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延をしたもので、幅が６００
ｍｍ以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除
く。）（更に加工したもの）

0 即時撤廃

721011000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（すずをめっきしたもの）（厚さが０．５ｍｍ
以上のもの）

0 即時撤廃
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721012000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（すずをめっきしたもの）（厚さが０．５ｍｍ
未満のもの）

0 即時撤廃

721020000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（鉛をめっきしたもの（ターンプレートを含
む。））

0 即時撤廃

721030010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（亜鉛を電気めっきしたもの）（炭素の含
有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

721030021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（亜鉛を電気めっきしたもの）（厚さが３ｍ
ｍ未満の鋼にあっては降伏点が２７５メガパスカル以上のもの及び厚さが
３ｍｍ以上の鋼にあっては降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（炭素
の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

721030029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（亜鉛を電気めっきしたもの）（炭素の含
有量が全重量の０．６％以上のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

721041000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（亜鉛をめっきしたもの（電気めっきによ
るものを除く。））（波形にしたもの）

0 即時撤廃

721049010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（亜鉛をめっきしたもの（電気めっきによ
るものを除く。）（波形にしたものを除く。）（合金化溶融めつきのもの（めつ
き層の鉄の含有量がめつき層の全重量の７％以上の均質な合金のものに
限る。））

0 即時撤廃

721049090 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（亜鉛をめっきしたもの（電気めっきによ
るものを除く。）（波形にしたものを除く。）（その他のもの）

0 即時撤廃

721050010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（クロムの酸化物を被覆したもの及びクロ
ムとクロムの酸化物とを被覆したもの）（ティンフリー・スチール）

0 即時撤廃

721050090 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（クロムの酸化物を被覆したもの及びクロ
ムとクロムの酸化物とを被覆したもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

721061000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（アルミニウム・亜鉛合金をめっきしたも
の）

0 即時撤廃

721069000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（アルミニウムをめっきしたもの）（その他
のもの）

0 即時撤廃

721070000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（ペイント若しくはワニスを塗布し又はプ
ラスチックを被覆したもの）

0 即時撤廃

721090010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他のもの）（炭素の含有量が全重
量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

721090020 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他のもの）（炭素の含有量が全重
量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃
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721113010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のものに限るも
のとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）（降伏点が３５５メガ
パスカル以上のもの）（熱間圧延をしたものに限るものとし、更に加工した
ものを除く。）（四面圧延又はクローズドボックスパスによるもの（幅が１５０
ｍｍを超え、厚さが４ｍｍ以上で、浮出し模様がなく、かつ、巻いてないも
の））（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

721113021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のものに限るも
のとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）（降伏点が３５５メガ
パスカル以上のもの）（熱間圧延をしたものに限るものとし、更に加工した
ものを除く。）（四面圧延又はクローズドボックスパスによるもの（幅が１５０
ｍｍを超え、厚さが４ｍｍ以上で、浮出し模様がなく、かつ、巻いてないも
の））（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

721113029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のものに限るも
のとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）（降伏点が３５５メガ
パスカル未満のもの）（熱間圧延をしたものに限るものとし、更に加工した
ものを除く。）（四面圧延又はクローズドボックスパスによるもの（幅が１５０
ｍｍを超え、厚さが４ｍｍ以上で、浮出し模様がなく、かつ、巻いてないも
の））（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

721114010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のものに限るも
のとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）（降伏点が３５５メガ
パスカル以上のもの）（熱間圧延をしたものに限るものとし、更に加工した
ものを除く。）（その他のもの（厚さが４．７５ｍｍ以上のもの））（炭素の含有
量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

721114021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のものに限るも
のとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）（降伏点が３５５メガ
パスカル以上のもの）（熱間圧延をしたものに限るものとし、更に加工した
ものを除く。）（その他のもの（厚さが４．７５ｍｍ以上のもの））（炭素の含有
量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

721114029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のものに限るも
のとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）（降伏点が３５５メガ
パスカル未満のもの）（熱間圧延をしたものに限るものとし、更に加工した
ものを除く。）（その他のもの（厚さが４．７５ｍｍ以上のもの））（炭素の含有
量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

721119010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のものに限るも
のとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）（熱間圧延をしたも
のに限るものとし、更に加工したものを除く。）（その他のもの（厚さが４．７
５ｍｍ以上のもの））（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

721119021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のものに限るも
のとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）（厚さが３ｍｍ未満
のものにあっては降伏点が２７５メガパスカル以上のもの及び厚さが３ｍｍ
以上のものにあっては降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（熱間圧延
をしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。）（その他のもの（厚さ
が４．７５ｍｍ以上のもの））（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のも
の）

0 即時撤廃

721119029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のものに限るも
のとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）（その他のもの（厚さ
が４．７５ｍｍ以上のもの））（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のも
の）（その他のもの）

0 即時撤廃
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721123000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のものに限るも
のとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）（冷間圧延をしたも
のに限るものとし、更に加工したものを除く。）（炭素の含有量が全重量の
０．２５％未満のもの）

0 即時撤廃

721129010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のものに限るも
のとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）（厚さが３ｍｍ未満
のものにあっては降伏点が２７５メガパスカル未満のもの及び厚さが３ｍｍ
以上のものにあっては降伏点が３５５メガパスカル未満のもの）（冷間圧延
をしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。）（炭素の含有量が全
重量の０．２５％以上のもの）

0 即時撤廃

721129090 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のものに限るも
のとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）（冷間圧延をしたも
のに限るものとし、更に加工したものを除く。）（炭素の含有量が全重量の
０．２５％以上のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

721190000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のものに限るも
のとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。）（更に加工したもの）

0 即時撤廃

721210000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ未満のもの）（すずをめっきしたもの）

0 即時撤廃

721220010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ未満のもの）（亜鉛を電気めっきしたもの）（炭素の含
有量が全重量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

721220021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ未満のもの）（亜鉛を電気めっきしたもの）（厚さが３ｍ
ｍ未満の鋼にあっては降伏点が２７５メガパスカル以上のもの及び厚さが
３ｍｍ以上の鋼にあっては降伏点が３５５メガパスカル以上のもの）（炭素
の含有量が全重量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

721220029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ未満のもの）（亜鉛を電気めっきしたもの）（炭素の含
有量が全重量の０．６％以上のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

721230000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ未満のもの）（亜鉛をめっきしたもの（電気めっきによ
るものを除く。））

0 即時撤廃

721240000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ未満のもの）（ペイント若しくは塗布し又はプラスチック
を被覆したもの）

0 即時撤廃

721250010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ未満のもの）（その他のもの（めっきし又は被覆したも
の））（ティンフリー・スチール）

0 即時撤廃

721250090 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ未満のもの）（その他のもの（めっきし又は被覆したも
の））（その他のもの）

0 即時撤廃

721260010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ未満のもの）（クラッドしたもの）（炭素の含有量が全重
量の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃
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721260020 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっきし又は被覆したも
ので、幅が６００ｍｍ未満のもの）（クラッドしたもの）（炭素の含有量が全重
量の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

721310000 鉄又は非合金鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの）（節、リ
ブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの）

0 即時撤廃

721320000 鉄又は非合金鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの）（非合
金快削鋼のもの）

0 即時撤廃

721391011 鉄又は非合金鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの）（その
他のもの（炭素の含有量が全重量の０．２５％未満のもの））（横断面が円
形のもの（直径が６ｍｍ未満のもの）

0 即時撤廃

721391019 鉄又は非合金鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの）（その
他のもの（炭素の含有量が全重量の０．２５％未満のもの））（横断面が円
形のもの）（直径が６ｍｍ以上で１４ｍｍ未満のもの）

0 即時撤廃

721391020 鉄又は非合金鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの）（その
他のもの（炭素の含有量が全重量の０．２５％以上０．６％未満のもの））
（横断面が円形のもの）

0 即時撤廃

721391090 鉄又は非合金鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの）（その
他のもの（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの））（横断面が円形
のもの（直径が１４ｍｍ未満のもの））

0 即時撤廃

721399020 鉄又は非合金鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの）（その
他のもの（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの））（横断面が円形
のもの（直径が１４ｍｍ未満のもの）を除く。）

0 即時撤廃

721399090 鉄又は非合金鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの）（その
他のもの（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの））

0 即時撤廃

721410000 鉄又は非合金鋼のその他の棒（鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押
出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ね
じったものを含む。）（鍛造したもの）

0 即時撤廃

721420000 鉄又は非合金鋼のその他の棒（鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押
出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ね
じったものを含む。）（節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付け
たもの及び圧延後ねじったもの）

0 即時撤廃

721430000 鉄又は非合金鋼のその他の棒（鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押
出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ね
じったものを含む。）（非合金快削鋼のもの）

0 即時撤廃

721491020 鉄又は非合金鋼のその他の棒（鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押
出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ね
じったものを含む。）（横断面が長方形（正方形を除く。）のもの）（その他の
もの（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの））

0 即時撤廃

721491090 鉄又は非合金鋼のその他の棒（鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押
出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ね
じったものを含む。）（横断面が長方形（正方形を除く。）のもの）（その他の
もの（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの））

0 即時撤廃
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721499020 鉄又は非合金鋼のその他の棒（鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押
出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ね
じったものを含む。）（横断面が長方形（正方形を除く。）のものを除く。）（そ
の他のもの（炭素の含有量が全重量の０．６％未満のもの））

0 即時撤廃

721499090 鉄又は非合金鋼のその他の棒（鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押
出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ね
じったものを含む。）（横断面が長方形（正方形を除く。）のものを除く。）（そ
の他のもの（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの））

0 即時撤廃

721510000 鉄又は非合金鋼のその他の棒（非合金快削鋼のもの（冷間成形又は冷間
仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。））

0 即時撤廃

721550010 鉄又は非合金鋼のその他の棒（その他のもの（炭素の含有量が全重量の
０．２５％未満のもので冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものと
し、更に加工したものを除く。））

0 即時撤廃

721550019 鉄又は非合金鋼のその他の棒（その他のもの（炭素の含有量が全重量の
０．２５％以上０．６％未満のもので冷間成形又は冷間仕上げをしたものに
限るものとし、更に加工したものを除く。））

0 即時撤廃

721550090 鉄又は非合金鋼のその他の棒（その他のもの（炭素の含有量が全重量の
０．６％以上のもので冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、
更に加工したものを除く。））

0 即時撤廃

721590010 鉄又は非合金鋼のその他の棒（その他のもの）（炭素の含有量が全重量
の０．６％未満のもの）

0 即時撤廃

721590020 鉄又は非合金鋼のその他の棒（その他のもの）（炭素の含有量が全重量
の０．６％以上のもの）

0 即時撤廃

721610000 鉄又は非合金鋼のＵ形鋼、Ｉ形鋼及びＨ形鋼（高さが８０ｍｍ未満のもので
熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工し
たものを除く。）

0 即時撤廃

721621000 鉄又は非合金鋼の山形鋼（高さが８０ｍｍ未満のもので熱間圧延、熱間引
抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。）

0 即時撤廃

721622000 鉄又は非合金鋼のＴ形鋼（高さが８０ｍｍ未満のもので熱間圧延、熱間引
抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。）

0 即時撤廃

721631000 鉄又は非合金鋼のＵ形鋼（高さが８０ｍｍ以上のもので熱間圧延、熱間引
抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。）

0 即時撤廃

721632000 鉄又は非合金鋼のＩ形鋼（高さが８０ｍ以上のもので熱間圧延、熱間引抜
き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。）

0 即時撤廃

721633000 鉄又は非合金鋼のＨ形鋼（高さが８０ｍｍ以上のもので熱間圧延、熱間引
抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。）

0 即時撤廃

721640000 鉄又は非合金鋼の山形鋼及びＴ形鋼（高さが８０ｍｍ以上のもので熱間圧
延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを
除く。）

0 即時撤廃

721650000 鉄又は非合金鋼のその他の形鋼（熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをし
たものに限るものとし、更に加工したものを除く。）

0 即時撤廃

721661000 鉄又は非合金鋼の形鋼（冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るもの
とし、更に加工したものを除く。）（その他のもの）

0 即時撤廃
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721669000 鉄又は非合金鋼の形鋼（冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るもの
とし、更に加工したものを除く。）（フラットロール製品から製造したもの）

0 即時撤廃

721691000 鉄又は非合金鋼の形鋼（その他のもの）（フラットロール製品から製造した
もの）

0 即時撤廃

721699000 鉄又は非合金鋼の形鋼（その他のもの） 0 即時撤廃

721710010 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．２５％未満のもの）
（めっき及び被覆のいずれもしてないもの）

0 即時撤廃

721710019 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．２５％以上０．６％未
満のもの）（めっき及び被覆のいずれもしてないもの）

0 即時撤廃

721710090 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．２５％未満のもの）
（めっき及び被覆のいずれもしてないもの）

0 即時撤廃

721720010 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．２５％未満のもの）
（亜鉛をめっきしたもの）（横断面の最大寸法が１．５ｍｍ以下のもの）

0 即時撤廃

721720019 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．２５％未満のもの）
（亜鉛をめっきしたもの）（横断面の最大寸法が１．５ｍｍを超えるもの）

0 即時撤廃

721720090 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．２５％以上０．６％未
満のもの）（亜鉛をめっきしたもの）

0 即時撤廃

721720099 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）（亜
鉛をめっきしたもの）

0 即時撤廃

721730011 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．２５％未満のもの）（そ
の他の卑金属をめっきしたもの）（ガスシールド溶接用ソリッドワイヤ）

0 即時撤廃

721730019 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．２５％未満のもの）（そ
の他の卑金属をめっきしたもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

721730090 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．２５％以上０．６％未
満のもの）（その他の卑金属をめっきしたもの）

0 即時撤廃

721730099 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）（そ
の他の卑金属をめっきしたもの）

0 即時撤廃

721790011 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．２５％未満のもの）（そ
の他のもの）

0 即時撤廃

721790019 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．２５％以上０．６％未
満のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

721790090 鉄又は非合金鋼の線（炭素の含有量が全重量の０．６％以上のもの）（そ
の他のもの）

0 即時撤廃

721810000 ステンレス鋼のインゴットその他の一次形状のもの 0 即時撤廃

721891000 ステンレス鋼の半製品（横断面が長方形（正方形を除く。）のもの） 0 即時撤廃

721899000 ステンレス鋼の半製品（その他のもの） 0 即時撤廃

721911000 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが１０ｍｍを超
えるもの）

0 即時撤廃
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721912010 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが４．７５ｍｍ以
上１０ｍｍ以下のもの）(クロム系）

0 即時撤廃

721912025 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが４．７５ｍｍ以
上１１ｍｍ以下のもの）（ニッケル系）(ニッケルの含有量が全重量の7％未
満のもの）（ニッケルの含有量が全重量の6％以下で､マンガンの含有量が
全重量の3％以上のもの）

0 即時撤廃

721912026 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが４．７５ｍｍ以
上１１ｍｍ以下のもの）（ニッケル系）(ニッケルの含有量が全重量の7％未
満のもの）（ニッケルの含有量が全重量の6％以下で､マンガンの含有量が
全重量の3％以上のもの以外のもの）

0 即時撤廃

721912029 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが４．７５ｍｍ以
上１１ｍｍ以下のもの）（ニッケル系）(その他のもの）

0 即時撤廃

721913010 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ以上
４．７５ｍｍ未満のもの）（クロム系）

0 即時撤廃

721913025 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ以上
４．７６ｍｍ未満のもの）（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％
未満のもの）（ニッケルの含有量が全重量の6％以下で､マンガンの含有量
が全重量の3％以上のもの）

0 即時撤廃

721913026 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ以上
４．７６ｍｍ未満のもの）（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％
未満のもの）（ニッケルの含有量が全重量の6％以下で､マンガンの含有量
が全重量の3％以上のもの以外のもの）

0 即時撤廃

721913029 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ以上
４．７６ｍｍ未満のもの）（ニッケル系）（その他のもの）

0 即時撤廃

721914000 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの）（厚さが３ｍｍ未満の
もの）

0 即時撤廃

721921000 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてないもの）（厚さが１０ｍｍ
を超えるもの）

0 即時撤廃

721922000 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてないもの）（厚さが４．７５ｍ
ｍ以上１０ｍｍ以下のもの）

0 即時撤廃

721923000 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてないもの）（厚さが３ｍｍ以
上４．７５ｍｍ未満のもの）

0 即時撤廃

721924000 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてないもの）（厚さが３ｍｍ未
満のもの）

0 即時撤廃
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721931000 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが４．７５ｍｍ以上のもの）

0 即時撤廃

721932010 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが３ｍｍ以上４．７５ｍｍ未満
のもの）（クロム系）

0 即時撤廃

721932022 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが３ｍｍ以上４．７６ｍｍ未満
のもの）（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％以上10％未満の
もの）

0 即時撤廃

721932023 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが３ｍｍ以上４．７６ｍｍ未満
のもの）（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の10％以上のもの）

0 即時撤廃

721932025 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが３ｍｍ以上４．７６ｍｍ未満
のもの）（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％未満のもの）（ニッ
ケルの含有量が全重量の6％以下で､マンガンの含有量が全重量の3％以
上のもの）

0 即時撤廃

721932026 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが３ｍｍ以上４．７６ｍｍ未満
のもの）（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％未満のもの）（ニッ
ケルの含有量が全重量の6％以下で､マンガンの含有量が全重量の3％以
上のもの以外のもの）

0 即時撤廃

721933011 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが１ｍｍを超え３ｍｍ未満の
もの）(クロム系）（クロムの含有量が全重量の12％未満のもの）

0 即時撤廃

721933019 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが１ｍｍを超え３ｍｍ未満の
もの）(クロム系）（クロムの含有量が全重量の12％未満のもの以外のも
の）

0 即時撤廃

721933022 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが１ｍｍを超え４ｍｍ未満の
もの）(ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％以上10％未満のも
の）

0 即時撤廃

721933023 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが１ｍｍを超え４ｍｍ未満の
もの）(ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の10％以上のもの）

0 即時撤廃

721933025 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが１ｍｍを超え４ｍｍ未満の
もの）(ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％未満のもの）（ニッケ
ルの含有量が全重量の6％以下で､マンガンの含有量が全重量の3％以上
のもの）

0 即時撤廃

721933026 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが１ｍｍを超え４ｍｍ未満の
もの）(ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％未満のもの）（ニッケ
ルの含有量が全重量の6％以下で､マンガンの含有量が全重量の3％以上
のもの以外のもの）

0 即時撤廃

721934011 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが０．５ｍｍ以上１ｍｍ以下
のもの）（クロム系）（クロムの含有量が全重量の12％未満のもの）

0 即時撤廃
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721934019 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが０．５ｍｍ以上１ｍｍ以下
のもの）（クロム系）（クロムの含有量が全重量の12％未満のもの以外のも
の）

0 即時撤廃

721934022 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが０．５ｍｍ以上２ｍｍ以下
のもの）（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％以上10％未満の
もの）

0 即時撤廃

721934023 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが０．５ｍｍ以上２ｍｍ以下
のもの）（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の10％以上のもの）

0 即時撤廃

721934025 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが０．５ｍｍ以上２ｍｍ以下
のもの）（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％未満のもの）（ニッ
ケルの含有量が全重量の6％以下で､マンガンの含有量が全重量の3％以
上のもの）

0 即時撤廃

721934026 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが０．５ｍｍ以上２ｍｍ以下
のもの）（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％未満のもの）（ニッ
ケルの含有量が全重量の6％以下で､マンガンの含有量が全重量の3％以
上のもの以外のもの）

0 即時撤廃

721935010 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが０．５ｍｍ未満のもの）（ク
ロム系）

0 即時撤廃

721935022 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが０．６ｍｍ未満のもの）
（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％以上10％未満のもの）

0 即時撤廃

721935023 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが０．６ｍｍ未満のもの）
（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の10％以上のもの）

0 即時撤廃

721935025 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが０．６ｍｍ未満のもの）
（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％未満のもの）（ニッケルの
含有量が全重量の6％以下で､マンガンの含有量が全重量の3％以上のも
の）

0 即時撤廃

721935026 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（冷間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが０．６ｍｍ未満のもの）
（ニッケル系）（ニッケルの含有量が全重量の7％未満のもの）（ニッケルの
含有量が全重量の6％以下で､マンガンの含有量が全重量の3％以上のも
の以外のもの）

0 即時撤廃

721990000 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（更に加工
したもの）

0 即時撤廃

722011000 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが４．７５ｍｍ以上のもの）

0 即時撤廃

722012000 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）（熱間圧延
をしたもの（更に加工したものを除く。））（厚さが４．７５ｍｍ未満のもの）

0 即時撤廃

722020010 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）冷間圧延を
したもの（更に加工したものを除く。）（クロム系）

0 即時撤廃
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722020025 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６０１ｍｍ未満のもの）冷間圧延を
したもの（更に加工したものを除く。）（ニッケル系）(ニッケルの含有量が全
重量の7％未満のもの）（ニッケルの含有量が全重量の6％以下で､マンガ
ンの含有量が全重量の3％以上のもの）

0 即時撤廃

722020026 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６０１ｍｍ未満のもの）冷間圧延を
したもの（更に加工したものを除く。）（ニッケル系）(ニッケルの含有量が全
重量の7％未満のもの）（ニッケルの含有量が全重量の6％以下で､マンガ
ンの含有量が全重量の3％以上のもの以外のもの）

0 即時撤廃

722020029 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６０２ｍｍ未満のもの）冷間圧延を
したもの（更に加工したものを除く。）（ニッケル系）（その他のもの）

0 即時撤廃

722090000 ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）（更に加工
したもの）

0 即時撤廃

722100000 ステンレス鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの） 0 即時撤廃

722211000 ステンレス鋼のその他の棒（熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたもの
に限るものとし、更に加工したものを除く。）（横断面が円形のもの）

0 即時撤廃

722219000 ステンレス鋼のその他の棒（熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたもの
に限るものとし、更に加工したものを除く。）（その他のもの）

0 即時撤廃

722220000 ステンレス鋼のその他の棒（冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るも
のとし、更に加工したものを除く。）

0 即時撤廃

722230000 ステンレス鋼のその他の棒（その他のもの） 0 即時撤廃

722240000 ステンレス鋼の形鋼 0 即時撤廃

722300000 ステンレス鋼の線 0 即時撤廃

722410010 高速度鋼のインゴットその他の一次形状のもの 0 即時撤廃

722410020 合金工具鋼のインゴットその他の一次形状のもの 0 即時撤廃

722410030 その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの（高速度鋼のもの及
び合金工具鋼のものを除く。）

0 即時撤廃

722490010 高速度鋼の半製品 0 即時撤廃

722490020 合金工具鋼の半製品 0 即時撤廃

722490030 その他の合金鋼の半製品（高速度鋼のもの及び合金工具鋼のものを除
く。）

0 即時撤廃

722511000 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（けい素
電気鋼のもの）（方向性電気鋼板）

0 即時撤廃

722519000 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（けい素
電気鋼のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

722530100 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの））
（合金工具鋼のもの）

0 即時撤廃

722530200 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの））
（高速度鋼のもの）

0 即時撤廃
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722530910 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの））
（その他のもの）（酸洗いをしたもの）

0 即時撤廃

722530990 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いたもの））
（その他のもの）（酸洗いをしてないもの）

0 即時撤廃

722540100 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてないも
の））（合金工具鋼のもの）

0 即時撤廃

722540200 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてないも
の））（高速度鋼のもの）

0 即時撤廃

722540910 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてないも
の））（その他のもの）（ほう素の含有量が全重量の0.0008％以上で、この
類の注１（f）に記載のその他の元素の含有量が基準以下のもの）

0 即時撤廃

722540990 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの（熱間圧延をしたもの（更に加工したものを除く。）で巻いてないも
の））（その他のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

722550100 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの（冷間圧延をしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。））
（合金工具鋼のもの）

0 即時撤廃

722550200 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの（冷間圧延をしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。））
（高速度鋼のもの）

0 即時撤廃

722550900 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの（冷間圧延をしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。））
（その他のもの）

0 即時撤廃

722591100 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（亜鉛を
電気めっきしたもの）（バイメタル（張合せ加工を行ったもので、ニッケルの
含有量が全重量の１０％を超えるもの））

0 即時撤廃

722591200 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（亜鉛を
電気めっきしたもの）（合金工具鋼のもの）

0 即時撤廃

722591300 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（亜鉛を
電気めっきしたもの）（高速度鋼のもの）

0 即時撤廃

722591900 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（亜鉛を
電気めっきしたもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

722592100 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（亜鉛を
めっきしたもの（電気めっきによるものを除く。））（バイメタル（張合せ加工
を行ったもので、ニッケルの含有量が全重量の１０％を超えるもの））

0 即時撤廃

722592200 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（亜鉛を
めっきしたもの（電気めっきによるものを除く。））（合金工具鋼のもの）

0 即時撤廃

722592300 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（亜鉛を
めっきしたもの（電気めっきによるものを除く。））（高速度鋼のもの）

0 即時撤廃
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722592900 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの（亜鉛を
めっきしたもの（電気めっきによるものを除く。））

0 即時撤廃

722599100 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの）（バイメタル（張合せ加工を行ったもので、ニッケルの含有量が全
重量の１０％を超えるもの））

0 即時撤廃

722599200 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの）（合金工具鋼のもの）

0 即時撤廃

722599300 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの）（高速度鋼のもの）

0 即時撤廃

722599900 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ以上のもの）（その他
のもの）

0 即時撤廃

722611000 けい素電気鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）（方向性け
い素鋼のもの）

0 即時撤廃

722619000 けい素電気鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）（その他の
もの）

0 即時撤廃

722620000 高速度鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの） 0 即時撤廃

722691010 合金工具鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）（熱間圧延を
したもの（更に加工したものを除く。））

0 即時撤廃

722691020 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）（けい素
電気鋼のもの、高速度鋼のもの及び合金工具鋼のものを除く。）（熱間圧
延をしたもの（更に加工したものを除く。））

0 即時撤廃

722692010 合金工具鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）（冷間圧延を
したもの（更に加工したものを除く。））

0 即時撤廃

722692020 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）（けい素
電気鋼のもの、高速度鋼のもの及び合金工具鋼のものを除く。）（冷間圧
延をしたもの（更に加工したものを除く。））

0 即時撤廃

722699110 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）（けい素
電気鋼のもの及び高速度鋼のものを除く。）（その他のもの）（バイメタル
（張合せ加工を行ったもので、ニッケルの含有量が全重量の１０％を超え
るもの））（亜鉛をめつきしたもの）

0 即時撤廃

722699190 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）（けい素
電気鋼のもの及び高速度鋼のものを除く。）（その他のもの）（バイメタル
（張合せ加工を行ったもので、ニッケルの含有量が全重量の１０％を超え
るもの））（その他のもの）

0 即時撤廃

722699200 合金工具鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）（その他のも
の）

0 即時撤廃

722699900 その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が６００ｍｍ未満のもの）（けい素
電気鋼のもの及び高速度鋼のものを除く。）（その他のもの）

0 即時撤廃

722710000 高速度鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの） 0 即時撤廃

722720000 シリコマンガン鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの） 0 即時撤廃

722790010 合金工具鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの） 0 即時撤廃
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722790021 その他の合金鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの）（高速
度鋼のもの、シリコマンガン鋼のもの及び合金工具鋼のものを除く。）（ほう
素の含有量が全重量の0.0008％以上で、この類の注１（f）に記載のその他
の元素の含有量が基準以下のもの）

0 即時撤廃

722790029 その他の合金鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたもの）（高速
度鋼のもの、シリコマンガン鋼のもの及び合金工具鋼のものを除く。）（そ
の他のもの）

0 即時撤廃

722810000 高速度鋼のその他の棒 0 即時撤廃

722820000 シリコマンガン鋼のその他の棒 0 即時撤廃

722830010 合金工具鋼のその他の棒（その他のもの）（熱間圧延、熱間引抜き又は押
出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。）

0 即時撤廃

722830020 その他の合金鋼のその他の棒（その他のもの）（熱間圧延、熱間引抜き又
は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。）（（合金工具
鋼のものを除く。）

0 即時撤廃

722840010 合金工具鋼のその他の棒（その他のもの）（鍛造したものに限るものとし、
更に加工したものを除く。）

0 即時撤廃

722840020 その他の合金鋼のその他の棒（その他のもの）（鍛造したものに限るものと
し、更に加工したものを除く。）（合金工具鋼のものを除く。）

0 即時撤廃

722850010 合金工具鋼のその他の棒（その他のもの）（冷間成形又は冷間仕上げをし
たものに限るものとし、更に加工したものを除く。）

0 即時撤廃

722850020 その他の合金鋼のその他の棒（その他のもの）（冷間成形又は冷間仕上
げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。）（合金工具鋼のも
のを除く。）

0 即時撤廃

722860010 合金工具鋼のその他の棒（その他のもの） 0 即時撤廃

722860020 その他の合金鋼のその他の棒（その他のもの）（合金工具鋼のものを除
く。）

0 即時撤廃

722870010 合金工具鋼の形鋼 0 即時撤廃

722870020 その他の合金鋼の形鋼（合金工具鋼のものを除く。） 0 即時撤廃

722880000 その他の合金鋼の中空ドリル棒 0 即時撤廃

722920000 シリコマンガン鋼の線 0 即時撤廃

722990100 合金工具鋼の線 0 即時撤廃

722990200 高速度鋼の線 0 即時撤廃

722990910 ガスシールド溶接用ソリッドワイヤ（その他の合金鋼のもの） 0 即時撤廃

722990990 その他の合金鋼の線（その他のもの） 0 即時撤廃

730110010 鋼矢板（合金鋼のもの） 0 即時撤廃

730110020 鋼矢板（合金鋼のものを除く。） 0 即時撤廃

730120000 溶接形鋼 0 即時撤廃

730210000 鉄鋼製のレール 0 即時撤廃
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730230000 鉄鋼製のトングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分 3.3% 即時撤廃

730240000 鉄鋼製の継目板及びソールプレート 0 即時撤廃

730290000 ガードレール及びラックレール並びに座鉄、座鉄くさび、レールクリップ、床
板、タイその他の資材で、レールの接続又は取付けに専ら使用するもの
（その他のもの）

0 即時撤廃

730300000 鋳鉄製の管及び中空の形材 3.3% 即時撤廃

730411000 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ（継目なしのもの）（ステ
ンレス鋼のもの）

0 即時撤廃

730419100 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ（継目なしのもの）（合金
鋼製のもの）

0 即時撤廃

730419900 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ（継目なしのもの）（合金
鋼製のものを除く。）

0 即時撤廃

730422000 油又はガスの掘削に使用する種類のドリルパイプ（ステンレス金鋼製のも
の）

0 即時撤廃

730423010 油又はガスの掘削に使用する種類のドリルパイプ（継目なしのもの）（合金
鋼製のもの）

0 即時撤廃

730423090 油又はガスの掘削に使用する種類のドリルパイプ（継目なしのもの）（合金
鋼製のものを除く。）

0 即時撤廃

730424000 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング（継目な
しのもの）（ステンレス鋼製のもの）

0 即時撤廃

730429010 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング（継目な
しのもの）（合金鋼製のもの）

0 即時撤廃

730429090 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング（継目な
しのもの）（合金鋼製のものを除く。）

0 即時撤廃

730431010 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（鉄製又は非合金鋼製のも
ので、横断面が円形のもの）（冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの）（ドリ
ルパイプ）

0 即時撤廃

730431020 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（鉄製又は非合金鋼製のも
ので、横断面が円形のもの）（冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの）（その
他のもの）

0 即時撤廃

730439010 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（鉄製又は非合金鋼製のも
ので、横断面が円形のもの）（冷間引抜き又は冷間圧延をしたものを除
く。）（ドリルパイプ）

0 即時撤廃

730439020 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（鉄製又は非合金鋼製のも
ので、横断面が円形のもの）（冷間引抜き又は冷間圧延をしたものを除
く。）（その他のもの）

0 即時撤廃

730441010 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（ステンレス鋼製のもので、
横断面が円形のもの）（冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの）（ドリルパイ
プ）

0 即時撤廃

730441020 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（ステンレス鋼製のもので、
横断面が円形のもの）（冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの）（その他のも
の）

0 即時撤廃
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730449010 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（ステンレス鋼製のもので、
横断面が円形のもの）（冷間引抜き又は冷間圧延をしたものを除く。）（ドリ
ルパイプ）

0 即時撤廃

730449020 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（ステンレス鋼製のもので、
横断面が円形のもの）（冷間引抜き又は冷間圧延をしたものを除く。）（そ
の他のもの）

0 即時撤廃

730451010 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（その他の合金鋼製のもの
で、横断面が円形のもの）（冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの）（ドリル
パイプ）

0 即時撤廃

730451020 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（その他の合金鋼製のもの
で、横断面が円形のもの）（冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの）（その他
のもの）

0 即時撤廃

730459010 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（その他の合金鋼製のもの
で、横断面が円形のもの）（冷間引抜き又は冷間圧延したものを除く。）（ド
リルパイプ）

0 即時撤廃

730459020 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（その他の合金鋼製のもの
で、横断面が円形のもの）（冷間引抜き又は冷間圧延をしたものを除く。）
（その他のもの）

0 即時撤廃

730490030 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（その他のもの）（ドリルパイ
プ以外のもの）（合金鋼製のもの）

0 即時撤廃

730490040 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（その他のもの）（ドリルパイ
プ以外のもの）（合金鋼製のものを除く。）

0 即時撤廃

730490050 その他の管及び中空の形材（継目なしのもの）（その他のもの）（ドリルパイ
プ）

0 即時撤廃

730511010 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ（横断面が円形のもの
で、外径が４０６．４ｍｍを超えるもの）（縦方向にサブマージアーク溶接を
したもの）（合金鋼製のもの）

0 即時撤廃

730511020 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ（横断面が円形のもの
で、外径が４０６．４ｍｍを超えるもの）（縦方向にサブマージアーク溶接を
したもの）（合金鋼製のものを除く。）

0 即時撤廃

730512010 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ（横断面が円形のもの
で、外径が４０６．４ｍｍを超えるもの）（縦方向に溶接（サブマージアーク
溶接を除く。）したもの）（合金鋼製のもの）

0 即時撤廃

730512020 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ（横断面が円形のもの
で、外径が４０６．４ｍｍを超えるもの）（縦方向に溶接（サブマージアーク
溶接を除く。）したもの）（合金鋼製のものを除く。）

0 即時撤廃

730519010 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ（横断面が円形のもの
で、外径が４０６．４ｍｍを超えるもの）（その他のもの）（合金鋼製のもの）

0 即時撤廃

730519020 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ（横断面が円形のもの
で、外径が４０６．４ｍｍを超えるもの）（その他のもの）（合金鋼製のものを
除く。）

0 即時撤廃

730520010 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング（横断面が円形のもの
で、外径が４０６．４ｍｍを超えるもの）（合金鋼製のもの）

0 即時撤廃

730520020 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング（横断面が円形のもの
で、外径が４０６．４ｍｍを超えるもの）（合金鋼製のものを除く。）

0 即時撤廃

730531010 その他の溶接管（横断面が円形のもので、外径が４０６．４ｍｍを超えるも
の）（縦方向に溶接したもの）

0 即時撤廃
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730531020 その他の溶接管（横断面が円形のもので、外径が４０６．４ｍｍを超えるも
の）（縦方向に溶接したもの）（合金鋼製のものを除く。）

0 即時撤廃

730539010 その他の溶接管（横断面が円形のもので、外径が４０６．４ｍｍを超えるも
の）（縦方向に溶接したもの以外のもの）（合金鋼製のもの）

0 即時撤廃

730539020 その他の溶接管（横断面が円形のもので、外径が４０６．４ｍｍを超えるも
の）（縦方向に溶接したもの以外のもの）（合金鋼製のものを除く。）

0 即時撤廃

730590010 鉄鋼製のその他の管（例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する
接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が４０６．４ｍｍを超えるも
の）（その他のもの）（合金鋼製のもの）

0 即時撤廃

730590020 鉄鋼製のその他の管（例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する
接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が４０６．４ｍｍを超えるも
の）（その他のもの）（合金鋼製のものを除く。）

0 即時撤廃

730611000 溶接管（ステンレス鋼製のものに限る。） 0 即時撤廃

730619100 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ（鉄鋼製のその他の管
及び中空の形材（例えば、オープンシームのもの及び溶接、リベット接合そ
の他これらに類する接合をしたもの））（溶接管を除く。）（合金鋼製のもの）

0 即時撤廃

730619900 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ（鉄鋼製のその他の管
及び中空の形材（例えば、オープンシームのもの及び溶接、リベット接合そ
の他これらに類する接合をしたもの））（溶接管を除く。）（合金鋼製のもの
を除く。）

0 即時撤廃

730621000 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング（鉄鋼
製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープンシームのもの及び溶
接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの））（合金鋼製のも
の）

0 即時撤廃

730629100 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング（鉄鋼
製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープンシームのもの及び溶
接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの））（合金鋼製のも
の）

0 即時撤廃

730629900 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング（鉄鋼
製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープンシームのもの及び溶
接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの））（合金鋼製のもの
を除く。）

0 即時撤廃

730630011 配管用炭素鋼鋼管（鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のも
の）（鉄鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープンシームのも
の及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの））（めっき
したもの）

0 即時撤廃

730630019 配管用炭素鋼鋼管（鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のも
の）（鉄鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープンシームのも
の及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの））（めっき
したものを除く。）

0 即時撤廃

730630021 一般構造用炭素鋼鋼管（鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形の
もの）（鉄鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープンシームの
もの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの））（めっ
きしたもの）

0 即時撤廃

730630029 一般構造用炭素鋼鋼管（鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形の
もの）（鉄鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープンシームの
もの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの））（めっ
きしたものを除く。）

0 即時撤廃

730630090 その他の溶接管（鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のもの）
（鉄鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープンシームのもの及
び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの））

0 即時撤廃
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730640000 その他の溶接管（ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のもの）（鉄鋼
製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープンシームのもの及び溶
接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの））

0 即時撤廃

730650000 その他の溶接管（その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のもの）（鉄
鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープンシームのもの及び
溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの））

0 即時撤廃

730661100 その他の溶接管（横断面が円形のものを除く。）（横断面が正方形又は長
方形のもの）（鉄鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープン
シームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたも
の））（合金鋼製のもの）

0 即時撤廃

730661910 その他の溶接管（横断面が円形のものを除く。）（横断面が正方形又は長
方形のもの）（鉄鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープン
シームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたも
の））（合金鋼製のもの以外のもの）（一辺の長さが200ミリメートル以上のも
の）

0 即時撤廃

730661990 その他の溶接管（横断面が円形のものを除く。）（横断面が正方形又は長
方形のもの）（鉄鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープン
シームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたも
の））（合金鋼製のもの以外のもの）（一辺の長さが200ミリメートル未満のも
の）

0 即時撤廃

730669100 その他の溶接管（横断面が円形のものを除く。）（横断面が正方形又は長
方形のもの以外のもの）（鉄鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、
オープンシームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合
をしたもの））（合金鋼製のもの）

0 即時撤廃

730669900 その他の溶接管（横断面が円形のものを除く。）（横断面が正方形又は長
方形のもの以外のもの）（鉄鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、
オープンシームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合
をしたもの））（合金鋼製のもの以外のもの）

0 即時撤廃

730690010 鉄鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープンシームのもの及
び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの）（その他のも
の）（合金鋼製のもの）

0 即時撤廃

730690020 鉄鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープンシームのもの及
び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの）（その他のも
の）（合金鋼製のものを除く。）

0 即時撤廃

730711000 鋳造した継手（非可鍛鋳鉄製のもの） 0 即時撤廃

730719000 鋳造した継手（可鍛鋳鉄製のもの） 0 即時撤廃

730721000 フランジ（鋳造してないもの）（ステンレス鋼製のもの） 0 即時撤廃

730722000 エルボー、ベンド及びスリーブ（ねじ式のもの）（鋳造してないもの）（ステン
レス鋼製のもの）

0 即時撤廃

730723000 継手（突合せ溶接式のもの）（鋳造してないもの）（ステンレス鋼製のもの） 0 即時撤廃

730729000 その他の管用継手（鋳造してないもの）（ステンレス鋼製のもの） 0 即時撤廃

730791000 フランジ（鋳造したもの及びステンレス鋼製のものを除く。） 0 即時撤廃

730792000 エルボー、ベンド及びスリーブ（ねじ式のもの）（鋳造したもの及びステンレ
ス鋼製のものを除く。）

0 即時撤廃
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730793000 継手（突合せ溶接式のもの）（鋳造したもの及びステンレス鋼製のものを除
く。）

0 即時撤廃

730799000 鉄鋼製の管用継手（その他のもの） 0 即時撤廃

730810000 橋及び橋げた（鉄鋼製のもの） 0 即時撤廃

730820000 塔及び格子柱（鉄鋼製のもの） 0 即時撤廃

730830000 戸及び窓（鉄鋼製のもの）並びにこれらの枠（鉄鋼製のもの）並びに戸敷
居（鉄鋼製のもの）

0 即時撤廃

730840000 足場用、枠組み用又は支柱用（坑道用のものを含む。）の物品（鉄鋼製の
もの）

0 即時撤廃

730890010 構造物及びその部分品（鉄鋼製のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

730890090 構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品
（鉄鋼製のもの）

0 即時撤廃

730900000 鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器（内容積が３００ｌを超えるも
のに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを
問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若し
くは冷却用の装置を有するものを除く。）

3.3% 即時撤廃

731010000 鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器（内容積
が３００ｌ以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱して
あるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置
又は加熱若しくは冷却用の装置を有するものを除く。）（内容積が５０ｌ以上
のもの）

3.3% 即時撤廃

731021000 鉄鋼製の缶（はんだ付け又はクリンプ加工により密閉するもの）（内容積が
５０ｌ未満のもの）

3.3% 即時撤廃

731029010 鉄鋼製の食缶（内容積が５０ｌ未満のもの） 3.3% 即時撤廃

731029090 鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器（内容積
が３００ｌ以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱して
あるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置
又は加熱若しくは冷却用の装置を有するものを除く。）（内容積が５０ｌ未満
のもの）（その他のもの）

3.3% 即時撤廃

731100000 圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器 3.3% 即時撤廃

731210010 鉄鋼製のより線（電気絶縁したものを除く。） 0 即時撤廃

731210091 鉄鋼製のロープ及びケーブル（電気絶縁したものを除く。）（横断面の直径
が３ｍｍを超えるもの）

0 即時撤廃

731210092 鉄鋼製のロープ及びケーブル（電気絶縁したものを除く。）（横断面の直径
が３ｍｍ以下もの）

0 即時撤廃

731290000 鉄鋼製の組ひも、スリングその他これらに類する物品（電気絶縁したもの
を除く。）

0 即時撤廃

731300000 鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじったもの及び緩くよっ
た二重線で柵に使用する種類のもの

0 即時撤廃

731412000 織ったワイヤクロス（機械用ワイヤエンドレスバンド）（ステンレス鋼製のも
の）

0 即時撤廃

731414000 その他の織ったクロス（ステンレス鋼製のもの） 0 即時撤廃
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731419000 ワイヤクロス（ワイヤエンドレスバンドを含む。）、ワイヤグリル、網及び柵
（鉄鋼の線から製造したもの）（織った物品）（ステンレス鋼製のものを除
く。）

0 即時撤廃

731420000 鉄鋼製のワイヤグリル、網及び柵（鉄鋼の線から製造したもの）（横断面の
最大寸法が３ｍｍ以上の線から製造し、網目の大きさが１００ｃｍ２以上の
もので、網目の交点を溶接したもの）

0 即時撤廃

731431000 その他のワイヤグリル、網及び柵（鉄鋼の線から製造したもの）（網目の交
点を溶接したもの）（亜鉛をめっきしたもの）

0 即時撤廃

731439000 その他のワイヤグリル、網及び柵（鉄鋼の線から製造したもの）（網目の交
点を溶接したもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

731441000 その他のワイヤグリル、網及び柵（鉄鋼の線から製造したもの）（亜鉛を
めっきしたもの）

0 即時撤廃

731442000 その他のワイヤグリル、網及び柵（鉄鋼の線から製造したもの）（プラス
チックを被覆したもの）

0 即時撤廃

731449000 その他のワイヤグリル、網及び柵（鉄鋼の線から製造したもの）（亜鉛を
めっきしたもの及びプラスチックを被覆したものを除く。）

0 即時撤廃

731450000 鉄鋼製のエキスパンデッドメタル 0 即時撤廃

731511000 鉄鋼製のローラーチェーン 0 即時撤廃

731512000 鉄鋼製の連接リンクチェーン（ローラーチェーンを除く。） 0 即時撤廃

731519000 鉄鋼製の連接リンクチェーンの部分品 0 即時撤廃

731520000 鉄鋼製のスキッドチェーン 0 即時撤廃

731581000 鉄鋼製のスタッド付きチェーン 0 即時撤廃

731582000 鉄鋼製のその他の鎖（溶接リンクのもの） 0 即時撤廃

731589000 鉄鋼製のその他の鎖（溶接リンクのものを除く。） 0 即時撤廃

731590000 鉄鋼製の鎖の部分品（連接リンクチェーンの部分品を除く。） 0 即時撤廃

731600000 鉄鋼製のいかり及びその部分品 3.3% 即時撤廃

731700000 鉄鋼製のくぎ、びょう、画びょう、波くぎ、またくぎ（第８３．０５項のものを除
く。）その他これらに類する製品（銅以外の材料から製造した頭部を有する
ものを含む。）

0 即時撤廃

731811000 鉄鋼製のコーチスクリュー 2.8% 即時撤廃

731812000 鉄鋼製の木ねじ（コーチスクリューを除く。） 2.8% 即時撤廃

731813000 鉄鋼製のスクリューフック及びスクリューリング 2.8% 即時撤廃

731814000 鉄鋼製のセルフタッピングスクリュー 2.8% 即時撤廃

731815011 鉄鋼製のボルト（ステンレス鋼製のもの） 2.8% 即時撤廃

731815019 鉄鋼製のボルト（その他のもの） 2.8% 即時撤廃

731815090 鉄鋼製のその他のねじ 2.8% 即時撤廃
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731816010 鉄鋼製のナット（ステンレス鋼製のもの） 2.8% 即時撤廃

731816090 鉄鋼製のナット（その他のもの） 2.8% 即時撤廃

731819000 鉄鋼製のねじを切った製品（その他のもの） 2.8% 即時撤廃

731821000 鉄鋼製のばね座金その他の止め座金 2.8% 即時撤廃

731822000 鉄鋼製の座金（ばね座金その他の止め座金を除く。） 2.8% 即時撤廃

731823000 鉄鋼製のリベット 2.8% 即時撤廃

731824000 鉄鋼製のコッター及びコッターピン 2.8% 即時撤廃

731829000 鉄鋼製のねじを切ってない製品（その他のもの） 2.8% 即時撤廃

731940000 鉄鋼製の安全ピンその他のピン 0 即時撤廃

731990000 鉄鋼製の手編針、ボドキン、クロセ編み用手針、ししゅう用穴あけ手針その
他これらに類する物品

0 即時撤廃

732010010 鉄鋼製の自動車用のシャシばね（板ばねのもの）及びそのばね板 0 即時撤廃

732010090 鉄鋼製の板ばね及びそのばね板（自動車用のシャシばね及びそのばね板
を除く。）

3.3% 即時撤廃

732020010 鉄鋼製の自動車用のシャシばね（コイルばねのもの） 0 即時撤廃

732020090 鉄鋼製のコイルばね（自動車用のシャシばねを除く。） 3.3% 即時撤廃

732090010 鉄鋼製のばね（板ばね及びコイルばねを除く。）（自動車用のシャシばね） 0 即時撤廃

732090090 鉄鋼製のばね（板ばね及びコイルばねを除く。）（自動車用のシャシばねを
除く。）

3.3% 即時撤廃

732111000 鉄鋼製の調理用加熱器具及び皿温め器（気体燃料用のもの並びに気体
燃料及びその他の燃料共用のもの）

0 即時撤廃

732112000 鉄鋼製の調理用加熱器具及び皿温め器（液体燃料用のもの） 0 即時撤廃

732119000 鉄鋼製の調理用加熱器具及び皿温め器（その他のもの（固体燃料用のも
のを含む。））

0 即時撤廃

732181000 鉄鋼製のストーブ、炉、火鉢その他これらに類する物品（気体燃料用のも
の並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの）

0 即時撤廃

732182000 鉄鋼製のストーブ、炉、火鉢その他これらに類する物品（液体燃料用のも
の）

0 即時撤廃

732189000 鉄鋼製のストーブ、炉、火鉢その他これらに類する物品（その他のもの（固
体燃料用のものを含む。））

0 即時撤廃

732190000 鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器（セントラルヒーティング用の
補助ボイラーを有するものを含む。）、肉焼き器、火鉢、ガスこんろ、皿温め
器その他これらに類する物品（家庭用のものに限るものとし、電気式のも
のを除く。）の部分品

0 即時撤廃

732211000 セントラルヒーティング用のラジエーター（電気加熱式のものを除く。）及び
その部分品（鋳鉄製のもの）

0 即時撤廃
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732219000 セントラルヒーティング用のラジエーター（電気加熱式のものを除く。）及び
その部分品（鉄鋼製のものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。）

0 即時撤廃

732290000 動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器（新鮮な又は
調節した空気を供給することができるものを含むものとし、電気加熱式の
ものを除く。）（鉄鋼製のもの）並びにこれらの部分品（鉄鋼製のもの）

0 即時撤廃

732310000 鉄鋼のウール及び鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラ
ブその他これらに類する製品

0 即時撤廃

732391000 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品（鋳鉄製のもの
（ほうろう引きのものを除く。））

0 即時撤廃

732392000 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品（鋳鉄製のもの
（ほうろう引きのもの））

0 即時撤廃

732393000 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品（ステンレス鋼製
のもの）

0 即時撤廃

732394000 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品（その他の鉄鋼製
のもの（ほうろう引きのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。））

0 即時撤廃

732399000 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品（その他のもの） 0 即時撤廃

732410000 ステンレス鋼製の台所用流し及び洗面台 0 即時撤廃

732421000 浴槽（鋳鉄製のもの） 0 即時撤廃

732429000 浴槽（鋳鉄製のものを除く。） 0 即時撤廃

732490000 衛生用品及びその部分品（鉄鋼製のもの）（ステンレス鋼製の台所用流し
及び洗面台並びに浴槽を除く。）

0 即時撤廃

732510000 その他の鋳造製品（非可鍛鋳鉄製のもの） 0 即時撤廃

732591000 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品 0 即時撤廃

732599010 その他の鋳造製品（鋳鋼製のもの） 0 即時撤廃

732599090 その他の鋳造製品（その他のもの） 0 即時撤廃

732611000 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品（鉄鋼製のも
の）（鍛造又は型打ちをしたもの（更に加工したものを除く。））

0 即時撤廃

732619000 その他の鉄鋼製品（鍛造又は型打ちをしたもの（更に加工したものを除
く。））

0 即時撤廃

732620000 その他の鉄鋼製品（鉄鋼の線から製造したもの） 0 即時撤廃

732690010 鉄鋼製のエンドレスコンベヤベルト（巻いた未完成のコンベヤベルトで両端
にリベットの穴を有するものを含む。）

0 即時撤廃

732690030 鉄鋼製鍛造品（加工してあるもの） 0 即時撤廃

732690090 その他の鉄鋼製品（その他のもの） 0 即時撤廃

740100010 銅のマット 0 即時撤廃

740100020 セメントカッパー（沈殿銅） 0 即時撤廃
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740200010 粗銅及び電解精製用陽極銅（課税価格が１ｋｇにつき４７５円以下のもの） 3% 即時撤廃

740200020 粗銅及び電解精製用陽極銅（課税価格が１ｋｇにつき４７５円を超え４９０円
以下のもの）

3% or (490 yen -
the value for

customs
duty)/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

740200030 粗銅及び電解精製用陽極銅（課税価格が１ｋｇにつき４９０円を超えるも
の）

0 即時撤廃

740311010 陰極銅及びその切断片（課税価格が１ｋｇにつき４８５円以下のもの） 3% 即時撤廃

740311020 陰極銅及びその切断片（課税価格が１ｋｇにつき４８５円を超え５００円以下
のもの）

3% or (500 yen -
the value for

customs
duty)/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

740311030 陰極銅及びその切断片（課税価格が１ｋｇにつき５００円を超えるもの） 0 即時撤廃

740312010 精製銅のワイヤバー（課税価格が１ｋｇにつき４８５円以下のもの） 3% 即時撤廃

740312020 精製銅のワイヤバー（課税価格が１ｋｇにつき４８５円を超え５００円以下の
もの）

3% or (500 yen -
the value for

customs
duty)/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

740312030 精製銅のワイヤバー（課税価格が１ｋｇにつき５００円を超えるもの） 0 即時撤廃

740313010 精製銅のビレット（課税価格が１ｋｇにつき４８５円以下のもの） 3% 即時撤廃

740313020 精製銅のビレット（課税価格が１ｋｇにつき４８５円を超え５００円以下のも
の）

3% or (500 yen -
the value for

customs
duty)/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

740313030 精製銅のビレット（課税価格が１ｋｇにつき５００円を超えるもの） 0 即時撤廃

740319011 精製銅の塊（陰極銅及びその切断片並びにワイヤバー及びビレットを除
く。）（課税価格が１ｋｇにつき４８５円以下のもの）（精錬用のもの（銅の含
有量が全重量の９９．８％以下のもの））

3% 即時撤廃

740319019 精製銅の塊（陰極銅及びその切断片並びにワイヤバー及びビレットを除
く。）（課税価格が１ｋｇにつき４８５円以下のもの）（その他のもの）

3% 即時撤廃

740319021 精製銅の塊（陰極銅及びその切断片並びにワイヤバー及びビレットを除
く。）（課税価格が１ｋｇにつき４８５円を超え５００円以下のもの）（精錬用の
もの（銅の含有量が全重量の９９．８％以下のもの））

3% 即時撤廃

740319029 精製銅の塊（陰極銅及びその切断片並びにワイヤバー及びビレットを除
く。）（課税価格が１ｋｇにつき４８５円を超え５００円以下のもの）（その他の
もの）

3% 即時撤廃

740319030 精製銅の塊（陰極銅及びその切断片並びにワイヤバー及びビレットを除
く。）（課税価格が１ｋｇにつき５００円を超えるもの）

0 即時撤廃

740321000 銅・亜鉛合金（黄銅）の塊 0 即時撤廃
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740322010 銅・すず合金（青銅）の塊（課税価格が１ｋｇにつき４８５円以下のもの） 3% 即時撤廃

740322020 銅・すず合金（青銅）の塊（課税価格が１ｋｇにつき４８５円を超え５００円以
下のもの）

3% or (500 yen -
the value for

customs
duty)/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

740322030 銅・すず合金（青銅）の塊（課税価格が１ｋｇにつき５００円を超えるもの） 0 即時撤廃

740329011 銅・ニッケル合金(白銅)及び銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)の塊（課税価格
が１ｋｇにつき４８５円以下のもの）

3% 即時撤廃

740329019 銅合金（黄銅、青銅、白銅及び洋白を除く。）の塊（課税価格が１ｋｇにつき
４８５円以下のもの）

3% 即時撤廃

740329021 銅・ニッケル合金(白銅)及び銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)の塊（課税価格
が１ｋｇにつき４８５円を超え５００円以下のもの）

3% or (500 yen -
the value for

customs
duty)/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

740329029 銅合金（黄銅、青銅、白銅及び洋白を除く。）の塊（課税価格が１ｋｇにつき
４８５円を超え５００円以下のもの）

3% or (500 yen -
the value for

customs
duty)/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

740329031 銅・ニッケル合金(白銅)及び銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)の塊（課税価格
が１ｋｇにつき５００円を超えるもの）

0 即時撤廃

740329039 銅合金（黄銅、青銅、白銅及び洋白を除く。）の塊（課税価格が１ｋｇにつき
５００円を超えるもの）

0 即時撤廃

740400010 銅（合金を除く。）のくず 0 即時撤廃

740400091 銅・亜鉛合金（黄銅）又は銅・すず合金（青銅）のくず 0 即時撤廃

740400099 銅合金（黄銅及び青銅を除く。）のくず 0 即時撤廃

740500000 銅のマスターアロイ 3% 即時撤廃

740610000 銅の粉（薄片状のものを除く。） 3% 即時撤廃

740620000 銅の粉（薄片状のものに限る。）及びフレーク 3% 即時撤廃

740710000 精製銅の棒及び形材 3% 即時撤廃

740721000 銅・亜鉛合金（黄銅）の棒及び形材 3% 即時撤廃

740729100 銅・ニッケル合金（白銅）又は銅・ニッケル・亜鉛合金（洋白）の棒及び形材 3% 即時撤廃

740729910 銅・すず合金（青銅）の棒及び形材 3% 即時撤廃

740729990 銅合金（黄銅、白銅、洋白及び青銅を除く。）の棒及び形材 3% 即時撤廃

740811000 精製銅の線（横断面の最大寸法が６ｍｍを超えるもの） 3% 即時撤廃

740819000 精製銅の線（横断面の最大寸法が６ｍｍ以下のもの） 3% 即時撤廃
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740821000 銅・亜鉛合金（黄銅）の線 3% 即時撤廃

740822000 銅・ニッケル合金（白銅）又は銅・ニッケル・亜鉛合金（洋白）の線 3% 即時撤廃

740829010 銅・すず合金（青銅）の線 3% 即時撤廃

740829090 銅合金（黄銅、白銅、洋白及び青銅を除く。）の線 3% 即時撤廃

740911000 精製銅の板、シート及びストリップ（厚さが０．１５ｍｍを超えるもの）（巻い
たもの）

3% 即時撤廃

740919000 精製銅の板、シート及びストリップ（厚さが０．１５ｍｍを超えるもの）（巻い
てないもの）

3% 即時撤廃

740921000 銅・亜鉛合金（黄銅）の板、シート及びストリップ（厚さが０．１５ｍｍを超え
るもの）（巻いたもの）

3% 即時撤廃

740929000 銅・亜鉛合金（黄銅）の板、シート及びストリップ（厚さが０．１５ｍｍを超え
るもの）（巻いてないもの）

3% 即時撤廃

740931000 銅・すず合金（青銅）の板、シート及びストリップ（厚さが０．１５ｍｍを超え
るもの）（巻いたもの）

3% 即時撤廃

740939000 銅・すず合金（青銅）の板、シート及びストリップ（厚さが０．１５ｍｍを超え
るもの）（巻いてないもの）

3% 即時撤廃

740940000 銅・ニッケル合金（白銅）又は銅・ニッケル・亜鉛合金（洋白）の板、シート及
びストリップ（厚さが０．１５ｍｍを超えるもの）

3% 即時撤廃

740990000 銅合金（黄銅、青銅、白銅及び洋白を除く。）の板、シート及びストリップ（厚
さが０．１５ｍｍを超えるもの）

3% 即時撤廃

741011000 精製銅のはく（裏張りしてないもの） 3% 即時撤廃

741012000 銅合金のはく（裏張りしてないもの） 3% 即時撤廃

741021000 精製銅のはく（裏張りしたもの） 3% 即時撤廃

741022000 銅合金のはく（裏張りしたもの） 3% 即時撤廃

741110000 精製銅製の管 3% 即時撤廃

741121000 銅・亜鉛合金（黄銅）製の管 3% 即時撤廃

741122000 銅・ニッケル合金（白銅）製又は銅・ニッケル・亜鉛合金（洋白）製の管 3% 即時撤廃

741129000 銅製の管（その他のもの） 3% 即時撤廃

741210000 精製銅製の管用継手 0 即時撤廃

741220000 銅合金製の管用継手 0 即時撤廃

741300000 銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品（電気絶縁をし
たものを除く。）

3% 即時撤廃

741510000 銅製のくぎ、びょう、画びょう、またくぎその他これらに類する製品 0 即時撤廃

741521000 銅製の座金（ばね座金を含む。）（ねじを切ったものを除く） 0 即時撤廃
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741529000 銅製品（ねじを切ったものを除く）（その他のもの） 0 即時撤廃

741533000 銅製のねじ、ボルト及びナット（ねじを切ったものに限る） 0 即時撤廃

741539000 銅製品（ねじを切ったものに限る）（その他のもの） 0 即時撤廃

741810000 卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポ
リッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品

0 即時撤廃

741820000 衛生用品及びその部分品（銅製のもの） 0 即時撤廃

741910000 鎖及びその部分品（銅製のもの） 0 即時撤廃

741991000 その他の銅製品（鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの（更に加工したものを
除く。））

0 即時撤廃

741999000 その他の銅製品（鋳造、型打ち又は鍛造をしたもので、かつ、更に加工し
てないものを除く。）

0 即時撤廃

750110000 ニッケルのマット 0 即時撤廃

750120100 焼結した酸化ニッケル（ニッケルの含有量が全重量の８８％以上のもの） 11.7% or 44 yen
/kg, whichever is

the greater

即時撤廃

750120210 酸化ニッケル（銅の含有量が全重量の１．５％以下のもの） 3% 即時撤廃

750120290 その他のニッケル製錬の中間生産物 0 即時撤廃

750210000 ニッケル（合金を除く。）の塊 11.7% or 44 yen
/kg, whichever is

the greater

即時撤廃

750220010 ニッケル合金の塊（ニッケルの含有量が全重量の５０％未満のもので、コ
バルトの含有量が全重量の１０％以上のもの）

0 即時撤廃

750220090 ニッケル合金の塊（その他のもの） 3% 即時撤廃

750300000 ニッケルのくず 0 即時撤廃

750400100 ニッケルの粉及びフレーク（真空管用ゲッター、アルカリ蓄電池又は溶接
用フラックスの製造に使用するもの及び粉末冶金に使用するもの）

0 即時撤廃

750400210 ニッケル（合金を除く。）の粉及びフレーク（その他のもの） 41 yen/kg 即時撤廃

750400220 ニッケル合金の粉及びフレーク（その他のもの） 3% 即時撤廃

750511000 ニッケル（合金を除く。）の棒及び形材 3% 即時撤廃

750512000 ニッケル合金の棒及び形材 3% 即時撤廃

750521000 ニッケル（合金を除く。）の線 3% 即時撤廃

750522000 ニッケル合金の線 3% 即時撤廃

750610100 ニッケル（合金を除く。）の板、シート、ストリップ及びはく（真空管用ゲッター
又はアルカリ蓄電池の製造に使用するもの）

0 即時撤廃

750610200 ニッケル（合金を除く。）の板、シート、ストリップ及びはく（その他のもの） 3% 即時撤廃

750620000 ニッケル合金の板、シート、ストリップ及びはく 3% 即時撤廃
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750711000 ニッケル（合金を除く。）の管 3% 即時撤廃

750712000 ニッケル合金の管 0 即時撤廃

750720000 ニッケルの管用継手 0 即時撤廃

750810000 ワイヤクロス、ワイヤグリル及び網（ニッケルの線から製造したもの） 3% 即時撤廃

750890000 その他のニッケル製品 3% 即時撤廃

760110000 アルミニウム（合金を除く。）の塊 0 即時撤廃

760120000 アルミニウム合金の塊 0 即時撤廃

760200010 アルミニウム（合金を除く。）のくず 0 即時撤廃

760200090 アルミニウム合金のくず 0 即時撤廃

760310000 アルミニウムの粉（薄片状のものを除く。） 3% 即時撤廃

760320000 アルミニウムの粉（薄片状のもの）及びフレーク 3% 即時撤廃

760410000 アルミニウム（合金を除く。）の棒及び形材 7.5% 即時撤廃

760421000 アルミニウム合金の中空の形材 7.5% 即時撤廃

760429000 アルミニウム合金の棒及び形材（中空の形材を除く。） 7.5% 即時撤廃

760511000 アルミニウム（合金を除く。）の線（横断面の最大寸法が７ｍｍを超えるも
の）

7.5% 即時撤廃

760519000 アルミニウム（合金を除く。）の線（横断面の最大寸法が７ｍｍ以下のもの） 7.5% 即時撤廃

760521000 アルミニウム合金の線（横断面の最大寸法が７ｍｍを超えるもの） 7.5% 即時撤廃

760529000 アルミニウム合金の線（横断面の最大寸法が７ｍｍ以下のもの） 7.5% 即時撤廃

760611000 アルミニウム（合金を除く。）の板、シート及びストリップ（長方形のもの）（厚
さが０．２ｍｍを超えるもの）

2% 即時撤廃

760612010 アルミニウム合金の板、シート及びストリップ（長方形のもの）（厚さが０．２
ｍｍを超えるもの）（大型のコンテナ（政令で定める規格のもの）の屋根板
として使用するもの（幅が２．３ｍ以上のもの））

0 即時撤廃

760612020 航空機用のアルミニウム合金の板及びシート（長方形のもの）（クラッドし、
かつ、鏡面仕上げをしたもの）（厚さが０．２ｍｍを超えるもの）

0 即時撤廃

760612090 アルミニウム合金の板、シート及びストリップ（長方形のもの）（厚さが０．２
ｍｍを超えるもの）（その他のもの）

2% 即時撤廃

760691000 アルミニウム（合金を除く。）の板、シート及びストリップ（厚さが０．２ｍｍを
超えるもの）（長方形のものを除く。）

2% 即時撤廃

760692010 アルミニウム合金の板、シート及びストリップ（長方形のものを除く。）（厚さ
が０．２ｍｍを超えるもの）（大型のコンテナ（政令で定める規格のものに限
る。）の屋根板として使用するもの（幅が２．３ｍ以上のもの））

0 即時撤廃

760692020 航空機用のアルミニウム合金の板及びシート（長方形のものを除く。）（ク
ラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたもの）（厚さが０．２ｍｍを超えるもの）

0 即時撤廃
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760692090 アルミニウム合金の板、シート及びストリップ（厚さが０．２ｍｍを超えるも
の）（長方形のものを除く。）（その他のもの）

2% 即時撤廃

760711000 アルミニウムのはく（裏張りしてないもの）（圧延したもの（更に加工したもの
を除く。））

7.5% 即時撤廃

760719000 アルミニウムのはく（裏張りしてないもの）（その他のもの） 7.5% 即時撤廃

760720000 アルミニウムのはく（裏張りしたもの） 7.5% 即時撤廃

760810000 アルミニウム（合金を除く。）製の管 7.5% 即時撤廃

760820000 アルミニウム合金製の管 7.5% 即時撤廃

760900000 アルミニウム製の管用継手（例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ） 3% 即時撤廃

761010000 アルミニウム製の戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 0 即時撤廃

761090000 アルミニウム製の構造物及びその部分品（その他のもの）並びに構造物用
に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品

3% 即時撤廃

761100000 アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器（内容積が３００ｌを超
えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかない
かを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用
若しくは冷却用の装置を有するものを除く。）

3% 即時撤廃

761210000 アルミニウム製の容器（内容積が３００ｌ以下のもの）（折畳み可能なチュー
ブ状のもの）

3% 即時撤廃

761290000 アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器（内容積
が３００ｌ以下のものに限る。）（折畳み可能なチューブ状のものを除く。）

3% 即時撤廃

761300000 圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器 3% 即時撤廃

761410000 アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品（電
気絶縁をしたものを除く。）（しんに鋼を使用したもの）

3% 即時撤廃

761490000 アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品（電
気絶縁をしたものを除く。）（しんに鋼を使用したものを除く。）

3% 即時撤廃

761510000 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポ
リッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品（アルミニ
ウム製のもの）

0 即時撤廃

761520000 衛生用品及びその部分品（アルミニウム製のもの） 0 即時撤廃

761610000 アルミニウム製のくぎ、びょう、またくぎ（第８３．０５項のものを除く。）、ね
じ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金
その他これらに類する製品

3% 即時撤廃

761691000 ワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵（アルミニウムの線から製造したも
の）

3% 即時撤廃

761699000 その他のアルミニウム製品 3% 即時撤廃

780110010 精製鉛の塊（課税価格が１ｋｇにつき１７２円以下のもの） 2.7 yen/kg 即時撤廃
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780110020 精製鉛の塊（課税価格が１ｋｇにつき１７２円を超え１８０円以下のもの） 2.7 yen/kg or
(180 yen - the

value for
customs
duty)/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

780110030 精製鉛の塊（課税価格が１ｋｇにつき１８０円を超えるもの） 0 即時撤廃

780191010 鉛（精製鉛を除く。）の塊（含有する鉛以外の元素のうち重量においてアン
チモンが主なもの）（電解精製用のもの（鉛の含有量が全重量の９５％を超
えるもの））（課税価格が１ｋｇにつき１６５円３７銭以下のもの）

2.8% 即時撤廃

780191020 鉛（精製鉛を除く。）の塊（含有する鉛以外の元素のうち重量においてアン
チモンが主なもの）（電解精製用のもの（鉛の含有量が全重量の９５％を超
えるもの））（課税価格が１ｋｇにつき１６５円３７銭を超え１７０円以下のも
の）

(170 yen - the
value for
customs
duty)/kg

即時撤廃

780191030 鉛（精製鉛を除く。）の塊（含有する鉛以外の元素のうち重量においてアン
チモンが主なもの）（電解精製用のもの（鉛の含有量が全重量の９５％を超
えるもの））（課税価格が１ｋｇにつき１７０円を超えるもの）

0 即時撤廃

780191040 鉛（精製鉛を除く。）の塊（含有する鉛以外の元素のうち重量においてアン
チモンが主なもの）（その他のもの）

3.0% or 3.10
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

780199100 鉛合金の塊（含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主な
ものを除く。）

3.0% or 4.50
yen/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

780199211 鉛（精製鉛を除く。）の塊（電解精製用のもの（鉛の含有量が全重量の９
５％を超えるもの））（課税価格が１ｋｇにつき１６５円３７銭以下のもの）

2.8% 即時撤廃

780199212 鉛（精製鉛を除く。）の塊（電解精製用のもの（鉛の含有量が全重量の９
５％を超えるもの））（課税価格が１ｋｇにつき１６５円３７銭を超え１７０円以
下のもの）

(170 yen - the
value for
customs

即時撤廃

780199219 鉛（精製鉛を除く。）の塊（電解精製用のもの（鉛の含有量が全重量の９
５％を超えるもの））（課税価格が１ｋｇにつき１７０円を超えるもの）

0 即時撤廃

780199221 鉛（精製鉛を除く。）の塊（電解精製用のもの（鉛の含有量が全重量の９
５％を超えるもの）を除く。）（課税価格が１ｋｇにつき１７２円以下のもの）

2.7 yen/kg 即時撤廃

780199222 鉛（精製鉛を除く。）の塊（電解精製用のもの（鉛の含有量が全重量の９
５％を超えるもの）を除く。）（課税価格が１ｋｇにつき１７２円を超え１８０円
以下のもの）

2.7 yen/kg or
(180 yen - the

value for
customs
duty)/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

780199223 鉛（精製鉛を除く。）の塊（電解精製用のもの（鉛の含有量が全重量の９
５％を超えるもの）を除く。）（課税価格が１ｋｇにつき１８０円を超えるもの）

0 即時撤廃

780200000 鉛のくず 2.1% 即時撤廃

780411000 鉛のシート、ストリップ及びはく（厚さ（補強材の厚さを除く。）が０．２ｍｍ以
下のもの）

3% 即時撤廃

780419000 鉛の板、シート及びストリップ（厚さが０．２ｍｍを超えるもの） 3% 即時撤廃

780420000 鉛の粉及びフレーク 3% 即時撤廃
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780600100 鉛製の管及び管用継手（例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ） 3% 即時撤廃

780600900 その他の鉛製品 3% 即時撤廃

790111010 亜鉛（合金を除く。）の塊（亜鉛の含有量が全重量の９９．９９％以上のも
の）（課税価格が１ｋｇにつき２４２円以下のもの）

4.3 yen/kg 即時撤廃

790111020 亜鉛（合金を除く。）の塊（亜鉛の含有量が全重量の９９．９９％以上のも
の）（課税価格が１ｋｇにつき２４２円を超え２５０円以下のもの）

4.3 yen/kg or
(250 yen - the

value for
customs
duty)/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

790111030 亜鉛（合金を除く。）の塊（亜鉛の含有量が全重量の９９．９９％以上のも
の）（課税価格が１ｋｇにつき２５０円を超えるもの）

0 即時撤廃

790112010 亜鉛（合金を除く。）の塊（亜鉛の含有量が全重量の９９．９９％未満のも
の）（課税価格が１ｋｇにつき２４２円以下のもの）

4.3 yen/kg 即時撤廃

790112020 亜鉛（合金を除く。）の塊（亜鉛の含有量が全重量の９９．９９％未満のも
の）（課税価格が１ｋｇにつき２４２円を超え２５０円以下のもの）

4.3 yen/kg or
(250 yen - the

value for
customs
duty)/kg,

whichever is the
greater

即時撤廃

790112030 亜鉛（合金を除く。）の塊（亜鉛の含有量が全重量の９９．９９％未満のも
の）（課税価格が１ｋｇにつき２５０円を超えるもの）

0 即時撤廃

790120010 亜鉛合金の塊（アルミニウムの含有量が全重量の３％を超えるもの） 4.3 yen/kg 即時撤廃

790120021 亜鉛合金の塊（アルミニウムの含有量が全重量の３％以下のもの）（亜鉛
の含有量が全重量の９５％以上のもの）

4.2 yen/kg 即時撤廃

790120029 亜鉛合金の塊（アルミニウムの含有量が全重量の３％以下のもの）（亜鉛
の含有量が全重量の９５％未満のもの）

0 即時撤廃

790200000 亜鉛のくず 0 即時撤廃

790310000 亜鉛のダスト 3% 即時撤廃

790390000 亜鉛の粉及びフレーク 3% 即時撤廃

790400000 亜鉛の棒、形材及び線 3% 即時撤廃

790500000 亜鉛の板、シート、ストリップ及びはく 3% 即時撤廃

790700100 亜鉛製の管及び管用継手（例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ） 3% 即時撤廃

790700900 その他の亜鉛製品 3% 即時撤廃

800110000 すず（合金を除く。）の塊 0 即時撤廃

800120000 すず合金の塊 2.1% 即時撤廃

800200000 すずのくず 0 即時撤廃

800300000 すずの棒、形材及び線 2.5% 即時撤廃
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800700100 すずの板、シート及びストリップ（厚さが０．２ｍｍを超えるもの） 2.5% 即時撤廃

800700200 すずのはく（厚さ（補強材の厚さを除く。）が０．２ｍｍ以下のものに限るも
のとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに
類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。）、粉及びフレー
ク

3% 即時撤廃

800700300 すず製の管及び管用継手（例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ） 3% 即時撤廃

800700900 その他のすず製品 3% 即時撤廃

810110000 タングステンの粉 0 即時撤廃

810194000 タングステンの塊（単に焼結して得た棒を含む。） 0 即時撤廃

810196000 タングステンの線 0 即時撤廃

810197000 タングステンのくず 0 即時撤廃

810199010 タングステンの棒（単に焼結して得た棒を除く。）、形材、板、シート、スト
リップ及びはく

0 即時撤廃

810199090 タングステン及びその製品（その他のもの） 0 即時撤廃

810210000 モリブデンの粉 0 即時撤廃

810294000 モリブデンの塊（単に焼結して得た棒を含む。） 0 即時撤廃

810295000 モリブデンの棒（単に焼結して得た棒を除く。）、形材、板、シート、ストリッ
プ及びはく

0 即時撤廃

810296000 モリブデンの線 0 即時撤廃

810297000 モリブデンのくず 0 即時撤廃

810299000 モリブデン及びその製品（その他のもの） 0 即時撤廃

810320000 タンタルの塊（単に焼結して得た棒を含む。） 3% 即時撤廃

810330000 タンタルのくず 0 即時撤廃

810390010 タンタルのフレーク 3% 即時撤廃

810390020 タンタル及びその製品（その他のもの） 3% 即時撤廃

810411030 マグネシウムの塊（マグネシウムの含有量が全重量の９９．８％以上のも
の）（課税価格が１ｋｇにつき６７０円以下のもの）

0 即時撤廃

810411090 マグネシウムの塊（マグネシウムの含有量が全重量の９９．８％以上のも
の）（課税価格が１ｋｇにつき６７０円を超えるもの）

0 即時撤廃

810419030 マグネシウムの塊（マグネシウムの含有量が全重量の９９．８％未満のも
の）（課税価格が１ｋｇにつき６７０円以下のもの）

0 即時撤廃

810419090 マグネシウムの塊（マグネシウムの含有量が全重量の９９．８％未満のも
の）（課税価格が１ｋｇにつき６７０円を超えるもの）

0 即時撤廃

810420000 マグネシウムのくず 0 即時撤廃
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810430000 大きさをそろえた削りくず及び粒（マグネシウムのもの）並びに粉（マグネシ
ウムのもの）

3% 即時撤廃

810490000 マグネシウム及びその製品（その他のもの） 3% 即時撤廃

810520000 コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルトの塊及
び粉

0 即時撤廃

810530000 コバルトのくず 0 即時撤廃

810590000 コバルト及びその製品（その他のもの） 0 即時撤廃

810600000 ビスマス及びその製品（くずを含む。） 3% 即時撤廃

810720000 カドミウムの塊及び粉 3% 即時撤廃

810730000 カドミウムのくず 3% 即時撤廃

810790000 カドミウム及びその製品（その他のもの） 3% 即時撤廃

810820010 チタンの塊及び粉（チタン・ニオブ合金） 0 即時撤廃

810820090 チタンの塊及び粉（その他のもの） 3% 即時撤廃

810830010 チタンのくず（チタン・ニオブ合金） 0 即時撤廃

810830090 チタンのくず（その他のもの） 3% 即時撤廃

810890010 チタン及びその製品（チタン・ニオブ合金のもの） 0 即時撤廃

810890090 チタン及びその製品（その他のもの） 3% 即時撤廃

810920000 ジルコニウムの塊及び粉 0 即時撤廃

810930000 ジルコニウムのくず 0 即時撤廃

810990000 ジルコニウム及びその製品（その他のもの） 0 即時撤廃

811010000 アンチモンの塊及び粉 0 即時撤廃

811020000 アンチモンのくず 8.80 yen/kg 即時撤廃

811090000 アンチモン及びその製品（その他のもの） 8.80 yen/kg 即時撤廃

811100000 マンガン及びその製品（くずを含む。） 3% 即時撤廃

811212000 ベリリウムの塊及び粉 0 即時撤廃

811213000 ベリリウムのくず 0 即時撤廃

811219000 ベリリウム及びその製品（その他のもの） 0 即時撤廃

811221000 クロムの塊及び粉 3% 即時撤廃

811222000 クロムのくず 3% 即時撤廃

811229000 クロム及びその製品（その他のもの） 3% 即時撤廃

811251000 タリウムの塊及び粉 3% 即時撤廃
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811252000 タリウムのくず 3% 即時撤廃

811259000 タリウム及びその製品（その他のもの） 3% 即時撤廃

811292100 インジウムの塊、くず及び粉 2.5% 即時撤廃

811292200 バナジウムの塊、くず及び粉 3% 即時撤廃

811292910 ゲルマニウムの塊、くず及び粉 0 即時撤廃

811292990 その他の卑金属の塊、くず及び粉 0 即時撤廃

811299100 ニオブ・チタン合金及びその製品（その他のもの） 0 即時撤廃

811299200 ゲルマニウム及びその製品（その他のもの） 0 即時撤廃

811299910 バナジウム及びその製品（その他のもの） 3% 即時撤廃

811299990 その他の卑金属及びその製品（その他のもの） 3% 即時撤廃

811300000 サーメット及びその製品（くずを含む。） 3% 即時撤廃

820110000 スペード及びショベル 0 即時撤廃

820130000 つるはし、くわ及びレーキ 0 即時撤廃

820140000 なた、なたがまその他のおの類 0 即時撤廃

820150000 片手剪定ばさみその他これに類する片手ばさみ（家きん切断用のものを
含む。）

0 即時撤廃

820160000 刈込みばさみ、両手剪定ばさみその他これらに類する両手ばさみ 0 即時撤廃

820190000 その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具 0 即時撤廃

820210000 手のこぎり 0 即時撤廃

820220000 帯のこぎりのブレード 0 即時撤廃

820231000 サーキュラーソーのブレード（切開き用又は溝彫り用ののこぎりのブレード
を含む。）（作用する部分に鋼を使用したもの）

0 即時撤廃

820239000 サーキュラーソーのブレード（切開き用又は溝彫り用ののこぎりのブレード
を含む。）（部分品を含む。）（作用する部分に鋼以外の材料を使用したも
の）

0 即時撤廃

820240000 チェーンソーのブレード 0 即時撤廃

820291000 ストレートソーのブレード（金属加工用のものに限る。） 0 即時撤廃

820299000 その他ののこぎりのブレード 0 即時撤廃

820310000 やすりその他これに類する手工具 0 即時撤廃

820320000 プライヤー（切断用プライヤーを含む。）、やつとこ、ツィーザーその他これ
らに類する手工具

0 即時撤廃

820330000 金属切断用ばさみその他これに類する手工具 0 即時撤廃

820340000 パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手
工具

0 即時撤廃
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820411000 スパナー及びレンチ（手回しのもの）（調節式でないもの） 0 即時撤廃

820412000 スパナー及びレンチ（手回しのもの）（調節式のもの） 0 即時撤廃

820420000 互換性スパナーソケット（ハンドル付きであるかないかを問わない。） 0 即時撤廃

820510000 穴あけ用、ねじ切り用又はねじ立て用の工具 0 即時撤廃

820520000 ハンマー 0 即時撤廃

820530000 かんな、のみ、丸のみその他これらに類する刃工具（木工用のもの） 0 即時撤廃

820540000 ねじ回し 0 即時撤廃

820551000 その他の家庭用の手道具及び手工具 0 即時撤廃

820559000 その他の手道具及び手工具 0 即時撤廃

820560000 トーチランプ 0 即時撤廃

820570000 万力、クランプその他これらに類する物品 0 即時撤廃

820590000 手道具又は手工具のセット（この項の二以上の号の製品をセットにしたも
のを含む）

0 即時撤廃

820600000 手道具又は手工具のセット（第８２．０２項から第８２．０５項までの二以上
の項の製品を小売用のセットにしたもの）

0 即時撤廃

820713000 削岩用又は土壌せん孔用の工具（作用する部分にサーメットを使用したも
の）

0 即時撤廃

820719000 削岩用又は土壌せん孔用の工具（部品を含む。）（その他のもの） 0 即時撤廃

820720000 金属の引抜き用又は押出し用のダイス 0 即時撤廃

820730000 プレス用、型打ち用又は押抜き用の工具 0 即時撤廃

820740000 ねじ立て用又はねじ切り用の工具 0 即時撤廃

820750010 穴あけ用工具（削岩用のものを除く。）（高速度鋼のもの） 0 即時撤廃

820750090 穴あけ用工具（削岩用のものを除く。）（高速度鋼のものを除く。） 0 即時撤廃

820760000 中ぐり用又はブローチ削り用の工具 0 即時撤廃

820770010 フライス削り用工具（高速度鋼のもの） 0 即時撤廃

820770090 フライス削り用工具（高速度鋼のものを除く。） 0 即時撤廃

820780000 切削用工具 0 即時撤廃

820790010 その他の互換性工具（作用する部分にダイヤモンドを使用したもの） 0 即時撤廃

820790090 その他の互換性工具（その他のもの） 0 即時撤廃

820810000 機械用又は器具用のナイフ及び刃（金属加工用のもの） 0 即時撤廃

820820000 機械用又は器具用のナイフ及び刃（木工用のもの） 0 即時撤廃

820830000 台所用のナイフ及び刃並びに食品工業用の機械に使用するナイフ及び刃 0 即時撤廃
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820840000 農業用、園芸用又は林業用の機械に使用するナイフ及び刃 0 即時撤廃

820890000 機械用又は器具用のナイフ及び刃（その他のもの） 0 即時撤廃

820900010 スローアウェイチップ 0 即時撤廃

820900090 工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品（サーメットのもので、
取り付けてないもの）（スローアウェイチップを除く。）

0 即時撤廃

821000000 手動式器具（飲食物の調製に使用するもので、重量が１０ｋｇ以下のもの） 0 即時撤廃

821110000 ナイフ（第８２．０８項のナイフを除く。）の詰合せセット 3.7% 即時撤廃

821191000 テーブルナイフ（固定刃のもの） 3.7% 即時撤廃

821192000 ナイフ（テーブルナイフを除く。）（固定刃のものに限る。） 3.7% 即時撤廃

821193000 その他のナイフ（固定刃のものを除く。） 3.7% 即時撤廃

821194000 ナイフ（第８２．０８項のナイフを除く。）の刃 3.1% 即時撤廃

821195000 卑金属製の柄 3.7% 即時撤廃

821210010 安全かみそり（刃入りのセットを含む。） 0 即時撤廃

821210090 かみそり（安全かみそりを除く。） 0 即時撤廃

821220000 安全かみそりの刃 0 即時撤廃

821290000 かみそりの部分品（安全かみそりの刃を除く。） 0 即時撤廃

821300000 はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれらの刃 3.7% 即時撤廃

821410000 ペーパーナイフ、レターオープナー、擦り消し用ナイフ及び鉛筆削り並びに
これらの刃

3.7% 即時撤廃

821420000 マニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具（つめやすりを含む。） 3.9% 即時撤廃

821490000 その他の刃物 3.7% 即時撤廃

821510000 スプーン、フォーク、ひしやく、しやくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、
バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具の
詰合せセット（貴金属をめっきした少なくとも一の製品を含むもの）

3.9% 即時撤廃

821520000 スプーン、フォーク、ひしやく、しやくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、
バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具の
詰合せセット（その他のもの）

3.9% 即時撤廃

821591000 スプーン、フォーク、ひしやく、しやくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、
バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具（貴
金属をめっきしたもの）

4.6% 即時撤廃

821599000 スプーン、フォーク、ひしやく、しやくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、
バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具（貴
金属をめっきしたものを除く。）

3.9% 即時撤廃

830110000 卑金属製の南京錠 2.7% 即時撤廃

830120000 自動車に使用する種類の錠（卑金属製のもの） 0 即時撤廃
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830130000 家具に使用する種類の錠（卑金属製のもの） 2.7% 即時撤廃

830140000 卑金属製のその他の錠 2.7% 即時撤廃

830150000 卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの 2.7% 即時撤廃

830160000 卑金属製の錠の部分品並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、
錠と一体のものの部分品

2.7% 即時撤廃

830170000 卑金属製のかぎ（単独で提示するもの） 2.7% 即時撤廃

830210000 卑金属製のちようつがい 2.7% 即時撤廃

830220000 卑金属製のキャスター 2.7% 即時撤廃

830230000 その他の取付具その他これに類する物品（自動車に適するものに限る。）
（卑金属製のもの）

0 即時撤廃

830241000 建築物に適する取付具その他これに類する物品（卑金属製のもの） 2.7% 即時撤廃

830242000 家具に適する取付具その他これに類する物品（卑金属製のもの） 2.7% 即時撤廃

830249000 その他の取付具その他これに類する物品（卑金属製のもの） 2.7% 即時撤廃

830250000 卑金属製の帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具 2.7% 即時撤廃

830260000 卑金属製のドアクローザー 2.7% 即時撤廃

830300000 卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製の
キャッシュボックスその他これに類する物品

0 即時撤廃

830400000 卑金属製の書類整理箱、インデックスカード箱、書類入れ、ペン皿、スタン
プ台その他これらに類する事務用具及び机上用品（第９４．０３項の事務
所用の家具を除く。）

3.1% 即時撤廃

830510000 卑金属製の書類とじ込み用金具 0 即時撤廃

830520000 卑金属製のストリップ状ステープル 0 即時撤廃

830590000 卑金属製の事務用品（書類とじ込み用金具及びストリップ状ステープルを
除く。）（部分品を含む。）

0 即時撤廃

830610000 卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品 0 即時撤廃

830621000 卑金属製の小像その他の装飾品（貴金属をめっきしたもの） 3.1% 即時撤廃

830629000 卑金属製の小像その他の装飾品（貴金属をめっきしたものを除く。） 3.1% 即時撤廃

830630000 卑金属製の額縁その他これに類するフレーム及び鏡 3.1% 即時撤廃

830710000 鉄鋼製のフレキシブルチューブ 0 即時撤廃

830790000 卑金属（鉄鋼を除く。）製のフレキシブルチューブ 0 即時撤廃

830810000 卑金属製のフック、アイ及びアイレット 0 即時撤廃

830820000 卑金属製の管リベット及び二股リベット 0 即時撤廃

830890100 卑金属製のビーズ及びスパングル（貴金属をめっきしたものに限る。） 5.3% 即時撤廃
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830890200 卑金属製のビーズ及びスパングル（貴金属をめっきしたものを除く。）並び
に卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックルその他これらに類する物
品

3.1% 即時撤廃

830910000 卑金属製の王冠 2.6% 即時撤廃

830990000 卑金属製の栓及びふた（王冠を除く。）、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓
用カバー、シールその他これらに類する包装用の附属品

2.5% 即時撤廃

831000000 卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプレートその他これら
に類するプレート及び数字、文字その他の標章（第９４．０５項のものを除
く。）

0 即時撤廃

831110000 卑金属製の被覆アーク溶接棒（電気アーク溶接に使用するもの） 3.3% 即時撤廃

831120000 卑金属製の線（しんに充てんしたもので電気アーク溶接に使用するもの） 3.3% 即時撤廃

831130000 卑金属製の被覆した棒及びしんに充てんした線（炎によるはんだ付け、ろ
う付け又は溶接に使用するもの）

3.3% 即時撤廃

831190000 卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、アーク溶接棒その他これら
に類する物品（金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は融
着に使用する種類のもので、フラックスを被覆し又はしんに充てんしたも
の）並びに卑金属粉を凝結させて製造した金属吹付け用の線及び棒（その
他のもの）

3.9% 即時撤廃

840110000 原子炉 0 即時撤廃

840120000 同位体分離用機器及びその部分品 0 即時撤廃

840130000 核燃料要素（カートリッジ式で未使用のものに限る。） 0 即時撤廃

840140000 原子炉の部分品 0 即時撤廃

840211000 水管ボイラー（蒸気の発生量が毎時４５トンを超えるもの） 0 即時撤廃

840212000 水管ボイラー（蒸気の発生量が毎時４５トン以下のもの） 0 即時撤廃

840219000 蒸気発生ボイラー（組合せボイラーを含むものとし、水管ボイラーを除く。） 0 即時撤廃

840220000 過熱水ボイラー 0 即時撤廃

840290000 蒸気発生ボイラーの部分品 0 即時撤廃

840310000 セントラルヒーティング用ボイラー（第８４．０２項のものを除く。）（部分品を
除く。）

0 即時撤廃

840390000 セントラルヒーティング用ボイラー（第８４．０２項のものを除く。）の部分品 0 即時撤廃

840410000 補助機器（第８４．０２項又は第８４．０３項のボイラー用のもの） 0 即時撤廃

840420000 蒸気原動機用復水器 0 即時撤廃

840490000 補助機器（第８４．０２項又は第８４．０３項のボイラー用のもの）及び蒸気
原動機用復水器の部分品

0 即時撤廃

840510000 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他こ
れに類する湿式ガス発生機（部分品を除く。）

0 即時撤廃

840590000 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他こ
れに類する湿式ガス発生機の部分品

0 即時撤廃
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840610000 蒸気タービン（船舶推進用のもの） 0 即時撤廃

840681000 蒸気タービン（船舶推進用以外のもの）（出力が４０メガワットを超えるも
の）

0 即時撤廃

840682000 蒸気タービン（船舶推進用以外のもの）（出力が４０メガワット以下のもの） 0 即時撤廃

840690000 蒸気タービンの部分品 0 即時撤廃

840710000 航空機用のピストン式火花点火内燃機関（往復動機関及びロータリーエン
ジン）

0 即時撤廃

840721000 船外機（ピストン式火花点火内燃機関（往復動機関及びロータリーエンジ
ン））

0 即時撤廃

840729000 船舶推進用のピストン式火花点火内燃機関（往復動機関及びロータリーエ
ンジン）

0 即時撤廃

840731000 ピストン式火花点火内燃機関（第８７類の車両の駆動に使用する種類の往
復動機関）（シリンダー容積が５０ｃｍ３以下のもの）

0 即時撤廃

840732000 ピストン式火花点火内燃機関（第８７類の車両の駆動に使用する種類の往
復動機関）（シリンダー容積が５０ｃｍ３を超え２５０ｃｍ３以下のもの）

0 即時撤廃

840733000 ピストン式火花点火内燃機関（第８７類の車両の駆動に使用する種類の往
復動機関）（シリンダー容積が２５０ｃｍ３を超え１，０００ｃｍ３以下のもの）

0 即時撤廃

840734000 ピストン式火花点火内燃機関（第８７類の車両の駆動に使用する種類の往
復動機関）（シリンダー容積が１，０００ｃｍ３を超えるもの）

0 即時撤廃

840790000 ピストン式火花点火内燃機関（往復動機関及びロータリーエンジン） 0 即時撤廃

840810000 船舶推進用エンジン 0 即時撤廃

840820000 ピストン式圧縮点火内燃機関（ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエン
ジン）（第８７類の車両の駆動に使用する種類のもの）

0 即時撤廃

840890011 ピストン式圧縮点火内燃機関（ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエン
ジン）（陸用のもの及び第８４．２７項の作業トラックのもの）（出力が１００馬
力以下のもの）

0 即時撤廃

840890019 ピストン式圧縮点火内燃機関（ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエン
ジン）（陸用のもの及び第８４．２７項の作業トラックのもの）（出力が１００馬
力を超えるもの）

0 即時撤廃

840890091 ピストン式圧縮点火内燃機関（ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエン
ジン）（陸用のもの）（出力が５００馬力を超えるもの）

0 即時撤廃

840890099 ピストン式圧縮点火内燃機関（ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエン
ジン）（船舶推進用のもの、第８７類の車両の駆動に使用する種類のもの、
第８４．２７項の作業トラックのもの及び陸用のものを除く。）

0 即時撤廃

840910000 第８４．０７項又は第８４．０８項の航空機用エンジンに専ら又は主として使
用する部分品

0 即時撤廃

840991010 ピストン式火花点火内燃機関に専ら又は主として使用する部分品（自動車
用のもの）

0 即時撤廃

840991090 ピストン式火花点火内燃機関に専ら又は主として使用する部分品（自動車
用以外のもの）

0 即時撤廃
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840999010 ピストン式圧縮点火内燃機関に専ら又は主として使用する部分品（自動車
用のもの）

0 即時撤廃

840999090 ピストン式圧縮点火内燃機関に専ら又は主として使用する部分品（自動車
用以外のもの）

0 即時撤廃

841011000 液体タービン及び水車（出力が１，０００ｋＷ以下のもの） 0 即時撤廃

841012000 液体タービン及び水車（出力が１，０００ｋＷを超え１０，０００ｋＷ以下のも
の）

0 即時撤廃

841013000 液体タービン及び水車（出力が１０，０００ｋＷを超えるもの） 0 即時撤廃

841090000 液体タービン及び水車の部分品並びに調速機 0 即時撤廃

841111000 ターボジェット（推力が２５ｋＮ以下のもの） 0 即時撤廃

841112000 ターボジェット（推力が２５ｋＮを超えるもの） 0 即時撤廃

841121000 ターボプロペラ（出力が１，１００ｋＷ以下のもの） 0 即時撤廃

841122000 ターボプロペラ（出力が１，１００ｋＷを超えるもの） 0 即時撤廃

841181010 ガスタービン（ターボジェット及びターボプロペラを除く。）（出力が５，０００ｋ
Ｗ以下のもの）（航空機用のもの）

0 即時撤廃

841181090 ガスタービン（ターボジェット及びターボプロペラを除く。）（出力が５，０００ｋ
Ｗ以下のもの）（航空機用以外のもの）

0 即時撤廃

841182000 ガスタービン（ターボジェット及びターボプロペラを除く。）（出力が５，０００ｋ
Ｗを超えるもの）

0 即時撤廃

841191000 ターボジェット又はターボプロペラの部分品 0 即時撤廃

841199010 ガスタービン（ターボジェット及びターボプロペラを除く。）の部分品（航空機
用のもの）

0 即時撤廃

841199090 ガスタービン（ターボジェット及びターボプロペラを除く。）の部分品（航空機
用以外のもの）

0 即時撤廃

841210000 反動エンジン（ターボジェットを除く。） 0 即時撤廃

841221000 液体原動機（直線運動式（シリンダー式）のもの） 0 即時撤廃

841229000 液体原動機（直線運動式（シリンダー式）以外のもの） 0 即時撤廃

841231000 気体原動機（直線運動式（シリンダー式）のもの） 0 即時撤廃

841239000 気体原動機（直線運動式（シリンダー式）以外のもの） 0 即時撤廃

841280000 その他の原動機 0 即時撤廃

841290010 部分品（液体原動機のもの） 0 即時撤廃

841290021 その他の原動機の部分品（液体原動機以外のもの）（航空機用のもの） 0 即時撤廃

841290029 その他の原動機の部分品（液体原動機以外のもの）（航空機用以外のも
の）

0 即時撤廃

841311000 燃料又は潤滑油の供給用ポンプ（給油所又は修理場において使用する種
類のもの）（計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したもの）

0 即時撤廃
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841319000 ポンプ（計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したもの）（燃料
又は潤滑油の供給用ポンプ（給油所又は修理場において使用する種類の
もの）以外のもの）

0 即時撤廃

841320000 ハンドポンプ（第８４１３．１１号又は第８４１３．１９号の物品を除く。） 0 即時撤廃

841330010 ギヤポンプ、ベーンポンプ及びスクリューポンプ（油圧ポンプを除く。）（燃料
用、潤滑油用又は冷却媒体用のもの）（ピストン式内燃機関用のもの）

0 即時撤廃

841330020 燃料用、潤滑油用又は冷却媒体用のポンプ（ピストン式内燃機関用のも
の）ギヤポンプ、ベーンポンプ及びスクリューポンプ（油圧ポンプを除く。）を
除く。）

0 即時撤廃

841340000 コンクリートポンプ 0 即時撤廃

841350010 油圧ポンプ（往復容積式のもの）（第８４１３．１１号から第８４１３．４０号ま
での物品以外のもの）

0 即時撤廃

841350090 液体ポンプ（往復容積式のもの）（油圧ポンプ以外のもの）（第８４１３．１１
号から第８４１３．４０号までの物品以外のもの）

0 即時撤廃

841360011 かじ取り倍力装置用の油圧ポンプ（ギヤ式又はベーン式のもので第８７．０
３項の乗用自動車用のもの）

0 即時撤廃

841360019 油圧ポンプ（回転容積式のもの）（第８４１３．１１号から第８４１３．６０号－
０１１までの物品以外のもの）

0 即時撤廃

841360091 ギヤポンプ、ベーンポンプ及びスクリューポンプ（油圧ポンプ以外のもの）
（第８４１３．１１号から第８４１３．４０号までの物品以外のもの）

0 即時撤廃

841360099 液体ポンプ（回転容積式のもの）（ギヤポンプ、ベーンポンプ、スクリューポ
ンプ及び油圧ポンプ以外のもの）（第８４１３．１１号から第８４１３．４０号ま
での物品以外のもの）

0 即時撤廃

841370010 渦巻ポンプ（第８４１３．１１号から第８４１３．４０号までの物品以外のもの） 0 即時撤廃

841370090 遠心ポンプ（渦巻ポンプ以外のもの）（第８４１３．１１号から第８４１３．４０
号までの物品以外のもの）

0 即時撤廃

841381000 液体ポンプ（第８４１３．１１号から第８４１３．７０号までの物品以外のもの） 0 即時撤廃

841382000 液体エレベーター 0 即時撤廃

841391000 液体ポンプの部分品 0 即時撤廃

841392000 液体エレベーターの部分品 0 即時撤廃

841410000 真空ポンプ 0 即時撤廃

841420000 手押し式又は足踏み式の気体ポンプ 0 即時撤廃

841430010 気体圧縮機（重量が１，０００ｋｇ以下のもの）（往復式以外のもの）（冷蔵用
又は冷凍用の機器に使用する種類のもの）

0 即時撤廃

841430090 気体圧縮機（重量が１，０００ｋｇ超又は往復式のもの）（冷蔵用又は冷凍用
の機器に使用する種類のもの）

0 即時撤廃

841440000 気体圧縮機（けん引用の車輪付きシャシを取り付けたもの） 0 即時撤廃

841451010 扇風機（電池内蔵式のものを除く。） 0 即時撤廃
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841451020 換気扇（羽根の先端によって描かれる円の直径が50センチメートル以下の
ものに限る。）

0 即時撤廃

841451090 卓上用、床用、壁用、窓用、天井用又は屋根用のファン（出力が１２５Ｗ以
下の電動機を自蔵するもの）（電池内蔵式以外の扇風機を除く。）

0 即時撤廃

841459010 自動車用排気タービン過給機 0 即時撤廃

841459021 ピストン式の圧縮点火内燃機関用排気タービン過給機 0 即時撤廃

841459029 ファン（卓上用、床用、壁用、窓用、天井用又は屋根用のもの）（出力が１２
５Ｗ以下の電動機を自蔵するもの及び自動車用又はピストン式圧縮点火
内燃機関用の排気タービン過給機を除く。）

0 即時撤廃

841460000 フード（水平面の最大側長が１２０ｃｍ以下のもの） 0 即時撤廃

841480011 気体圧縮機（重量が１，０００ｋｇ以下のもの）（往復式のもの） 0 即時撤廃

841480019 気体圧縮機（重量が１，０００ｋｇ以下のもの）（往復式以外のもの） 0 即時撤廃

841480091 気体ポンプ 0 即時撤廃

841480093 気体圧縮機及びフード（第８４１４．１０号から第８４１４．８０号－０１９まで
の物品以外のもの）

0 即時撤廃

841490010 ファン（第８４１４．５１号のもの）又は自動車用排気タービン過給機の部分
品

0 即時撤廃

841490091 気体ポンプ、真空ポンプ又は気体圧縮機の部分品 0 即時撤廃

841490099 ファン（第８４１４．５１号のもの及び自動車用排気タービン過給機を除く。）
又はフードの部分品

0 即時撤廃

841510010 エアコンディショナー（窓、壁、天井又は床に取り付けるように設計した一
体構造又はスプリットシステムのもの）（定格冷房消費電力が３ｋＷ以下の
もの）

0 即時撤廃

841510090 エアコンディショナー（窓、壁、天井又は床に取り付けるように設計した一
体構造又はスプリットシステムのもの）（定格冷房消費電力が３ｋＷ超のも
の）

0 即時撤廃

841520000 エアコンディショナー（自動車に使用する種類のもの）（人用のもの） 0 即時撤廃

841581019 エアコンディショナー（その他のもの）　（定格冷房消費電力が３ｋＷ以下の
もの）（冷却ユニット及び冷却加熱サイクルの切換え用バルブ（可逆式ヒー
トポンプ）を自蔵するもの）

0 即時撤廃

841581090 エアコンディショナー（その他のもの）　（定格冷房消費電力が３ｋＷを超え
るもの）（冷却ユニット及び冷却加熱サイクルの切換え用バルブ（可逆式
ヒートポンプ）を自蔵するもの）

0 即時撤廃

841582019 エアコンディショナー（その他のもの）　（定格冷房消費電力が３ｋＷ以下の
もの）（冷却ユニットを自蔵するものに限る）

0 即時撤廃

841582021 エアコンディショナー（その他のもの）　（定格冷房消費電力が３ｋＷを超え
るもの）（冷却ユニットを自蔵するものに限る）（コンプレッサー式のパッケー
ジ型のものに限る）

0 即時撤廃

841582029 エアコンディショナー（その他のもの）　（定格冷房消費電力が３ｋＷを超え
るもの）（冷却ユニットを自蔵するものに限る）（コンプレッサー式のパッケー
ジ型のものを除く）

0 即時撤廃
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841583091 エアコンディショナー（その他のもの）　（冷却ユニットを自蔵しないもの）（定
格冷房消費電力が３ｋＷ以下のもの）

0 即時撤廃

841583099 エアコンディショナー（その他のもの）　（冷却ユニットを自蔵しないもの）（定
格冷房消費電力が３ｋＷを超えるもの）しないもの）

0 即時撤廃

841590010 部分品（自動車用のエアコンディショナーのもの） 0 即時撤廃

841590090 部分品（その他のもの） 0 即時撤廃

841610000 液体燃料用の炉用バーナー 0 即時撤廃

841620000 粉砕した固体燃料用又は気体燃料用の炉用バーナー（複合型バーナーを
含む。）

0 即時撤廃

841630000 メカニカルストーカー（機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類
する機械を含む。）

0 即時撤廃

841690000 部分品（炉用バーナー、メカニカルストーカー、機械式火格子及び機械式
灰排出機その他これらに類する機械のもの）

0 即時撤廃

841710000 炉（鉱石又は金属のばい焼用、溶解用その他の熱処理用のもの） 0 即時撤廃

841720000 ベーカリーオーブン（ビスケットオーブンを含む。） 0 即時撤廃

841780000 炉（鉱石又は金属のばい焼用、溶解用その他の熱処理用、ベーカリー
オーブン及びビスケットオーブンを除く。）

0 即時撤廃

841790000 部分品（炉用のもの） 0 即時撤廃

841810000 冷凍冷蔵庫（それぞれ独立した外部扉を有するもの） 0 即時撤廃

841821000 家庭用冷蔵庫（圧縮式のもの） 0 即時撤廃

841829000 家庭用冷蔵庫（圧縮式及び吸収式（電気式のもの）以外のもの） 0 即時撤廃

841830010 横置き型冷凍庫（容量が４００ｌ以下のもの） 0 即時撤廃

841830090 横置き型冷凍庫（容量が４００ｌを超え８００ｌ以下のもの） 0 即時撤廃

841840000 直立型冷凍庫（容量が９００ｌ以下のもの） 0 即時撤廃

841850010 貯蔵及び展示用のその他の備付品（チェスト、キャビネット、展示用のカウ
ンター、ショーケースその他これらに類するもので、冷蔵用又は冷凍用の
機器を自蔵するもの）（容量が８００ｌ以下のもの（冷凍専用のものは容量が
４００ｌ以下のもの））

0 即時撤廃

841850090 貯蔵及び展示用のその他の備付品（チェスト、キャビネット、展示用のカウ
ンター、ショーケースその他これらに類するもので、冷蔵用又は冷凍用の
機器を自蔵するもの）（容量が８００ｌ超のもの（冷凍専用のものは容量が４
００ｌ超のもの））

0 即時撤廃

841861010 ヒートポンプ(第84.15項のエアコンディショナーを除く。）（重量が１００ｋｇ以
下のもの）

0 即時撤廃

841861090 ヒートポンプ(第84.15項のエアコンディショナーを除く。）（重量が１００ｋｇ超
のもの）

0 即時撤廃

841869010 冷蔵庫及び冷凍庫（圧縮式（凝縮器が熱交換器のもの）以外のもの） 0 即時撤廃
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841869020 アイスクリームフリーザー及び製氷機（圧縮式（凝縮器が熱交換器のもの）
以外のもの）

0 即時撤廃

841869091 冷蔵用又は冷凍用の機器（重量が１００ｋｇ以下のもの）（圧縮式（凝縮器
が熱交換器のもの）以外のもの）

0 即時撤廃

841869099 冷蔵用又は冷凍用の機器及びヒートポンプ（圧縮式（凝縮器が熱交換器
のもの）以外のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

841891000 冷蔵用又は冷凍用の装置を収納するために設計した容器 0 即時撤廃

841899000 部分品（冷蔵用又は冷凍用の機器のもの）（冷蔵用又は冷凍用の装置収
納用の容器以外のもの）

0 即時撤廃

841911000 瞬間ガス湯沸器 0 即時撤廃

841919000 瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器（非電気式のもの）（瞬間ガス湯沸器以外
のもの）

0 即時撤廃

841920000 医療用又は理化学用の滅菌器 0 即時撤廃

841931000 乾燥機（農産物用のもの） 0 即時撤廃

841932000 乾燥機（木材用、紙パルプ用、紙用又は板紙用のもの） 0 即時撤廃

841939000 乾燥機（農産物用、木材用、紙パルプ用、紙用又は板紙用以外のもの） 0 即時撤廃

841940000 蒸留用又は精留用の機器 0 即時撤廃

841950000 熱交換装置 0 即時撤廃

841960000 気体液化装置 0 即時撤廃

841981000 ホットドリンク製造用又は食品の調理用若しくは加熱用の機器 0 即時撤廃

841989000 温度変化による方法により材料を処理する機器（家庭用以外のもの）（そ
の他のもの）

0 即時撤廃

841990000 部分品（温度変化による方法により材料を処理する機器（家庭用以外のも
の）又は非電気式の湯沸器のもの）

0 即時撤廃

842010000 カレンダーその他のロール機（金属用又はガラス用のもの以外のもの） 0 即時撤廃

842091000 シリンダー（カレンダーその他のロール機のもの（金属用又はガラス用のも
の以外のもの））

0 即時撤廃

842099000 部分品（カレンダーその他のロール機（金属用又はガラス用のもの以外の
もの）のもの）（シリンダー以外のもの）

0 即時撤廃

842111000 クリーム分離機 0 即時撤廃

842112000 衣類脱水機 0 即時撤廃

842119000 遠心分離機（クリーム分離機及び衣類脱水機以外のもの） 0 即時撤廃

842121000 水のろ過用又は清浄用の機器 0 即時撤廃

842122000 飲料（水を除く。）のろ過用又は清浄用の機器 0 即時撤廃
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842123010 内燃機関の潤滑油又は燃料油のろ過機（自動車用のもの） 0 即時撤廃

842123090 内燃機関の潤滑油又は燃料油のろ過機（自動車用以外のもの） 0 即時撤廃

842129010 液体のろ過機及び清浄機（水用、液体用又は内燃機関の潤滑油用若しく
は燃料油用のもの以外のもの）（自動車用のもの）

0 即時撤廃

842129090 液体のろ過機及び清浄機（水用、液体用又は内燃機関用の潤滑油若しく
は燃料油用のもの以外のもの）（自動車用以外のもの）

0 即時撤廃

842131000 内燃機関の吸気用のろ過機 0 即時撤廃

842139010 気体のろ過機及び清浄機（内燃機関の吸気用のろ過機以外のもの）（空気
のろ過用又は清浄用のもの（電池式のものを除く。））

0 即時撤廃

842139090 気体のろ過機及び清浄機（内燃機関の吸気用のろ過機以外のもの）（空気
のろ過用又は清浄用のもの（電池式のものを除く。）以外のもの）

0 即時撤廃

842191000 部分品（遠心分離機（遠心式脱水機を含む。）のもの） 0 即時撤廃

842199010 部分品（液体又は気体のろ過機及び清浄機のもの）（自動車用のもの） 0 即時撤廃

842199090 部分品（液体又は気体のろ過機及び清浄機のもの）（自動車用以外のも
の）

0 即時撤廃

842211000 皿洗機（家庭用のもの） 0 即時撤廃

842219000 皿洗機（家庭用以外のもの） 0 即時撤廃

842220000 清浄用又は乾燥用の機械（瓶その他の容器用のもの） 0 即時撤廃

842230020 容器成形充てん機 0 即時撤廃

842230090 充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械（容器用のもの）、
瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械及
び飲料用の炭酸ガス注入機（瓶詰め機及び容器成形充てん機以外のも
の）

0 即時撤廃

842240010 オートマチックラッピングマシン 0 即時撤廃

842240090 包装機械（容器用のもの）（オートマチックラッピングマシン以外のもの） 0 即時撤廃

842290000 部分品（容器用の包装機械のもの） 0 即時撤廃

842310000 体重測定機器（乳児用はかりを含む。）及び家庭用はかり 0 即時撤廃

842320000 コンベヤ上の物品を連続的に計量するはかり 0 即時撤廃

842330000 定量はかり及び袋又は容器の中へあらかじめ決めた重さの材料を送り出
すためのはかり（ホッパースケールを含む。）

0 即時撤廃

842381000 重量測定機器（最大ひょう量が３０ｋｇ以下のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

842382000 重量測定機器（最大ひょう量が３０ｋｇ超、５，０００ｋｇ以下のもの）（その他
のもの）

0 即時撤廃

842389000 重量測定機器（最大ひょう量が５，０００ｋｇ超のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

842390000 分銅及び重量測定機器の部分品 0 即時撤廃

842410000 消火器 0 即時撤廃
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842420000 スプレーガンその他これに類する機器 0 即時撤廃

842430000 蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器 0 即時撤廃

842441000 農業用又は園芸用の可搬式噴霧器 0 即時撤廃

842449000 農業用又は園芸用の可搬式でない噴霧器 0 即時撤廃

842482000 噴射用又は散布用の機器（液体用又は粉用のもの）（農業用又は園芸用
のもの）

0 即時撤廃

842489000 噴射用、散布用又は噴霧用の機器（液体用又は粉用のもの）（農業用又は
園芸用のもの以外のもの）

0 即時撤廃

842490010 部分品（消火器、スプレーガン、蒸気又は砂の吹付け機その他これらに類
する噴射用機器のもの）

0 即時撤廃

842490090 部分品（噴射用、散布用又は噴霧用の機器（液体用又は粉用のもの）のも
の）

0 即時撤廃

842511000 プーリータックル及びホイスト（スキップホイスト及び車両持上げ用以外の
もの）（電動機で作動するもの）

0 即時撤廃

842519000 プーリータックル及びホイスト（スキップホイスト及び車両持上げ用以外の
もの）（電動機以外で作動するもの）

0 即時撤廃

842531000 ウインチ及びキャプスタン（電動機で作動するもの） 0 即時撤廃

842539000 ウインチ及びキャプスタン（電動機以外で作動するもの） 0 即時撤廃

842541000 据付け式ジャッキ装置（修理場において使用する種類のもの） 0 即時撤廃

842542000 ジャッキ（修理場用以外のもの）及びホイスト（車両持上げ用のもの）（液圧
式のもの）

0 即時撤廃

842549000 ジャッキ（修理場用以外のもの）及びホイスト（車両持上げ用のもの）（非液
圧式のもの）

0 即時撤廃

842611000 固定した支持物に取り付けた天井クレーン 0 即時撤廃

842612000 タイヤ付き移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー 0 即時撤廃

842619000 トランスポータークレーン、ガントリークレーン、橋型クレーン並びにその他
の天井クレーン及び移動式リフティングフレーム

0 即時撤廃

842620000 タワークレーン 0 即時撤廃

842630000 門形ジブクレーン 0 即時撤廃

842641000 クレーンを装備したトラック、デリック及びその他のクレーン（自走式のも
の）（タイヤ付きのもの）

0 即時撤廃

842649000 クレーンを装備したトラック、デリック及びその他のクレーン（自走式のも
の）（タイヤ付き以外のもの）

0 即時撤廃

842691000 クレーンを装備したトラック、デリック及びその他のクレーン（非自走式のも
の）（道路走行車両装備用のもの）

0 即時撤廃

842699000 クレーンを装備したトラック、デリック及びその他のクレーン（非自走式のも
の）（道路走行車両装備用以外のもの）

0 即時撤廃
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842710000 フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他
の作業トラック（自走式のもの）（電動機で作動するもの）

0 即時撤廃

842720000 フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他
の作業トラック（自走式のもの）（電動機以外で作動するもの）

0 即時撤廃

842790000 フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他
の作業トラック（非自走式のもの）

0 即時撤廃

842810000 昇降機及びスキップホイスト 0 即時撤廃

842820000 ニューマチックエレベーター及びニューマチックコンベヤ 0 即時撤廃

842831000 連続作動式の昇降機及びコンベヤ（その他のもの）（貨物用のもの）（地下
用のもの）

0 即時撤廃

842832000 連続作動式の昇降機及びコンベヤ（その他のもの）（貨物用のもの）（地下
用以外のもの）（バケット型のもの）

0 即時撤廃

842833000 連続作動式の昇降機及びコンベヤ（その他のもの）（貨物用のもの）（地下
用以外のもの）（ベルト型のもの）

0 即時撤廃

842839000 連続作動式の昇降機及びコンベヤ（その他のもの）（貨物用のもの）（地下
用、バケット型及びベルト型以外のもの）

0 即時撤廃

842840000 エスカレーター及び移動式歩道 0 即時撤廃

842860000 ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん引装置 0 即時撤廃

842890000 持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械（その他のもの） 0 即時撤廃

842911000 ブルドーザー及びアングルドーザー（無限軌道式のもの） 0 即時撤廃

842919000 ブルドーザー及びアングルドーザー（無限軌道式以外のもの） 0 即時撤廃

842920000 地ならし機 0 即時撤廃

842930000 スクレーパー 0 即時撤廃

842940000 突固め用機械及びロードローラー 0 即時撤廃

842951000 フロントエンド型ショベルローダー 0 即時撤廃

842952000 ショベルローダー（フロントエンド型以外のもの）、メカニカルショベル及びエ
キスカベーター（上部構造が３６０度回転するもの）

0 即時撤廃

842959000 ショベルローダー（フロントエンド型以外のもの）、メカニカルショベル及びエ
キスカベーター（上部構造が３６０度回転するもの以外のもの）

0 即時撤廃

843010000 くい打ち機及びくい抜き機 0 即時撤廃

843020000 除雪機 0 即時撤廃

843031000 コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機（自走式のもの） 0 即時撤廃

843039000 コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機（自走式以外のもの） 0 即時撤廃

843041000 せん孔用又は掘削用の機械（コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機
以外のもの）（自走式のもの）

0 即時撤廃
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843049000 せん孔用又は掘削用の機械（コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機
以外のもの）（自走式以外のもの）

0 即時撤廃

843050000 移動用、地ならし用、削り用、突固め用又は採掘用の機械（自走式のも
の）

0 即時撤廃

843061000 突固め用機械（自走式以外のもの） 0 即時撤廃

843069000 移動用、地ならし用、削り用又は採掘用の機械（自走式及びスクレーパー
以外のもの）

0 即時撤廃

843110000 部分品（第８４．２５項の機械のもの） 0 即時撤廃

843120000 部分品（第８４．２７項の機械のもの） 0 即時撤廃

843131000 部分品（昇降機、スキップホイスト又はエスカレーターのもの） 0 即時撤廃

843139000 部分品（第８４．２８項の機械（昇降機、スキップホイスト及びエスカレー
ター以外のもの）のもの）

0 即時撤廃

843141000 バケット、ショベル、グラブ及びグリップ 0 即時撤廃

843142000 ブルドーザー又はアングルドーザーのブレード 0 即時撤廃

843143000 第８４３０．４１号又は第８４３０．４９号のせん孔用又は掘削用の機械の部
分品

0 即時撤廃

843149010 部分品（第８４．２６項の機械のもの）（バケット、ショベル、グラブ及びグリッ
プ以外のもの）

0 即時撤廃

843149020 部分品（第８４．２９項又は第８４．３０項のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

843210000 プラウ 0 即時撤廃

843221000 ディスクハロー 0 即時撤廃

843229000 ハロー（ディスクハロー以外のもの）、スカリファイヤー、カルチベーター、除
草機及びホー

0 即時撤廃

843231000 不耕起栽培用の播種機、植付け機及び移植機 0 即時撤廃

843239000 不耕起栽培用以外の播種機、植付け機及び移植機 0 即時撤廃

843241000 堆肥散布機 0 即時撤廃

843242000 施肥機 0 即時撤廃

843280000 農業用、園芸用又は林業用のその他の機械（整地用又は耕作用のもの）
及び芝生用又は運動場用のローラー

0 即時撤廃

843290000 部分品（農業用、園芸用若しくは林業用の機械（整地用又は耕作用のも
の）又は芝生用若しくは運動場用のローラーのもの）

0 即時撤廃

843311000 芝生用、公園用又は運動場用の草刈機（動力駆動式（水平面上を回転し
て刈り込む装置を有するもの）のもの）

0 即時撤廃

843319000 芝生用、公園用又は運動場用の草刈機（動力駆動式（水平面上を回転し
て刈り込む装置を有するもの）のもの以外のもの）

0 即時撤廃

843320000 その他の草刈機（トラクター装着用のカッターバーを含む。） 0 即時撤廃
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843330000 その他の乾草製造用機械 0 即時撤廃

843340000 わら用又は牧草用のベーラー（ピックアップベーラーを含む。） 0 即時撤廃

843351000 コンバイン 0 即時撤廃

843352000 脱穀機（コンバイン以外のもの） 0 即時撤廃

843353000 根菜類又は塊茎の収穫機 0 即時撤廃

843359000 収穫機（根菜類用又は塊茎用のもの及びコンバイン以外のもの） 0 即時撤廃

843360000 卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械 0 即時撤廃

843390000 部分品（収穫機、脱穀機、草刈機又は農産物の清浄用、分類用若しくは格
付け用の機械のもの）

0 即時撤廃

843410000 搾乳機 0 即時撤廃

843420000 酪農機械 0 即時撤廃

843490000 部分品（搾乳機又は酪農機械のもの） 0 即時撤廃

843510000 プレス、破砕機その他これらに類する機械（ぶどう酒、りんご酒、果汁その
他これらに類する飲料の製造用のもの）

0 即時撤廃

843590000 部分品（プレス、破砕機その他これらに類する機械（ぶどう酒、りんご酒、
果汁その他これらに類する飲料の製造用のもの）のもの）

0 即時撤廃

843610000 飼料調製用機械 0 即時撤廃

843621000 家きんのふ卵器及び育すう器 0 即時撤廃

843629000 家きんの飼育器 0 即時撤廃

843680000 その他の農業用、園芸用、林業用又は養蜂用の機械 0 即時撤廃

843691000 部分品（家きんの飼育器、ふ卵器又は育すう器のもの） 0 即時撤廃

843699000 部分品（その他の農業用、園芸用、林業用又は養蜂用の機械のもの） 0 即時撤廃

843710000 種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械 0 即時撤廃

843780000 製粉業用の機械及び穀物又は乾燥した豆の加工機械 0 即時撤廃

843790000 部分品（種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械
並びに製粉業用の機械及び穀物又は乾燥した豆の加工機械のもの）

0 即時撤廃

843810000 ベーカリー機械及びマカロニ、スパゲッティその他これらに類する物品の
製造機械

0 即時撤廃

843820000 菓子、ココア又はチョコレートの製造機械 0 即時撤廃

843830000 砂糖製造機械 0 即時撤廃

843840000 醸造用機械 0 即時撤廃

843850000 肉又は家きんの調製用機械 0 即時撤廃
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843860000 果実、ナット又は野菜の調製用機械 0 即時撤廃

843880000 飲食料品の調製業用又は製造業用の機械（その他のもの） 0 即時撤廃

843890000 部分品（飲食料品の調製業用又は製造業用の機械のもの） 0 即時撤廃

843910000 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械 0 即時撤廃

843920000 紙又は板紙の製造機械 0 即時撤廃

843930000 紙又は板紙の仕上げ用機械 0 即時撤廃

843991000 部分品（繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械のもの） 0 即時撤廃

843999000 部分品（紙又は板紙の製造用又は仕上げ用の機械のもの） 0 即時撤廃

844010010 本とじ機及び製本ミシン 0 即時撤廃

844010090 製本用機械（本とじ機及び製本ミシン以外のもの） 0 即時撤廃

844090000 部分品（製本用機械のもの） 0 即時撤廃

844110000 切断機（紙用又は板紙用のもの） 0 即時撤廃

844120000 袋又は封筒の製造機械 0 即時撤廃

844130000 箱、ケース、筒、ドラムその他これらに類する容器の製造機械（型を使用す
る成形により製造する機械を除く。）

0 即時撤廃

844140000 製紙用パルプ、紙又は板紙の成形用機械（型を使用するもの） 0 即時撤廃

844180000 製紙用パルプ、紙又は板紙の加工機械（第８４４１．１０号から第８４４１．４
０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

844190000 部分品（製紙用パルプ、紙又は板紙の加工機械のもの） 0 即時撤廃

844230000 印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器（第８４．５６項から第８
４．６５項までの加工機械以外のもの）

0 即時撤廃

844240000 第８４４２．３０号の機器の部分品 0 即時撤廃

844250000 プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削り
し、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソ
グラフィックストーン

0 即時撤廃

844311000 オフセット印刷機（巻紙式のもの） 0 即時撤廃

844312000 オフセット印刷機（枚葉式で事務所用のものに限るとし、広げた状態でシー
トの一方が22センチメートル以下、他方が36センチメートル以下のもの)

0 即時撤廃

844313000 オフセット印刷機（第８４４３．１１号又は第８４４３．１２号のもの以外のも
の）

0 即時撤廃

844314000 凸版印刷機（フレキソ印刷機を除く。）（巻紙式のもの） 0 即時撤廃

844315000 凸版印刷機（フレキソ印刷機を除く。）（巻紙式以外のもの） 0 即時撤廃

844316000 フレキソ印刷機 0 即時撤廃

844317000 グラビア印刷機 0 即時撤廃
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844319000 その他の印刷機 0 即時撤廃

844331010 印刷、複写又はファクシミリ送信のうち2以上の機能を有する機械（自動
データ処理機械又はネットワークに接続することができるもの）（ファクシミ
リ送信の機能を有するもの（フラッドベッドスキャナを有しないものに限
る。））

0 即時撤廃

844331090 印刷、複写又はファクシミリ送信のうち2以上の機能を有する機械（自動
データ処理機械又はネットワークに接続することができるもの）（ファクシミ
リ送信の機能を有するもの（フラッドベッドスキャナを有しないものに限
る。）以外のもの）

0 即時撤廃

844332010 インクジェット方式のプリンター（専ら一辺の長さが297ミリメートルを超え、
その他の辺の長さが420ミリメートルを超える長方形（正方形を含む。）のも
の（紙であるかないかを問わない。）に印刷するもの）（自動データ処理機
械又はネットワークに接続することができるもの）

0 即時撤廃

844332090 その他のプリンター、複写機及びファクシミリ（結合してあるかないかを問
わない。）（その他のもの（自動データ処理機械又はネットワークに接続す
ることができるものに限る。））

0 即時撤廃

844339011 複写機（デジタル式の複写機） 0 即時撤廃

844339019 複写機（デジタル式の複写機以外のもの） 0 即時撤廃

844339090 その他のプリンター、複写機及びファクシミリ（結合してあるかないかを問
わない。）（その他のもの）

0 即時撤廃

844391000 印刷機の部分品及び附属品(第84.42項のプレート、シリンダーその他の印
刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)

0 即時撤廃

844399000 部分品及び附属品（印刷機の部分品及び附属品以外のもの） 0 即時撤廃

844400000 人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機 0 即時撤廃

844511000 カード 0 即時撤廃

844512000 コーマ 0 即時撤廃

844513000 練条機及び粗紡機 0 即時撤廃

844519000 紡績準備機械（カード、コーマ、練条機及び粗紡機以外のもの） 0 即時撤廃

844520000 精紡機 0 即時撤廃

844530000 合糸機及びねん糸機 0 即時撤廃

844540000 糸巻機（よこ糸巻機を含む。）及びかせ機 0 即時撤廃

844590000 紡織用繊維の糸の製造機械（第８４４５．１１号から第８４４５．３０号までの
もの以外のもの）及び第８４．４６項又は第８４．４７項の機械に使用する紡
織用繊維の糸を準備する機械

0 即時撤廃

844610000 織機（織幅が３０ｃｍ以下のもの） 0 即時撤廃

844621000 力織機（織幅が３０ｃｍ超、かつ、シャットル式のもの） 0 即時撤廃

844629000 織機（織幅が３０ｃｍ超、かつ、シャットル式のもの）（力織機以外のもの） 0 即時撤廃

844630000 織機（織幅が３０ｃｍ超、かつ、シャットル式以外のもの） 0 即時撤廃
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844711000 丸編機（シリンダーの直径が１６５ｍｍ以下のもの） 0 即時撤廃

844712000 丸編機（シリンダーの直径が１６５ｍｍ超のもの） 0 即時撤廃

844720000 平型編機及びステッチボンディングマシン 0 即時撤廃

844790000 タフティング用機械及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゅう布、トリミ
ング、組ひも又は網の製造機械

0 即時撤廃

844811000 ドビー及びジャカード並びにこれらとともに使用する紋紙裁断機、写彫機、
紋彫り機及び編成機

0 即時撤廃

844819000 第８４．４４項から第８４．４７項までの機械の補助機械（第８４４８．１１号の
もの以外のもの）

0 即時撤廃

844820000 第８４．４４項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品 0 即時撤廃

844831000 針布 0 即時撤廃

844832000 部分品及び附属品（紡績準備機械のもの（針布以外のもの）） 0 即時撤廃

844833000 スピンドル、スピンドルフライヤー、リング及びトラベラー 0 即時撤廃

844839000 部分品及び附属品（第８４．４５項の機械又はその補助機械のもの）（この
項の他の号に該当するものを除く。）

0 即時撤廃

844842000 織機用おさ、ヘルド及びヘルドフレーム 0 即時撤廃

844849010 部分品及び附属品（織機のもの） 0 即時撤廃

844849090 部分品及び附属品（織機の補助機械のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

844851010 メリヤス針 0 即時撤廃

844851020 シンカー、針その他の物品（編目の編成に使用するもの）（メリヤス針以外
のもの）

0 即時撤廃

844859000 第８４．４７項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品（シンカー、
針その他の物品（編目の編成に使用するもの）以外のもの）

0 即時撤廃

844900000 フェルト又は不織布（成形したものを含む。）の製造用又は仕上げ用の機
械（フェルト帽子の製造機械を含む。）及び帽子の製造用の型

0 即時撤廃

845011000 洗濯機（１回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で１０ｋｇ以下のもの）
（全自動のもの）

0 即時撤廃

845012000 洗濯機（１回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で１０ｋｇ以下のもの）
（全自動でないもの（遠心式脱水機を自蔵するもの））

0 即時撤廃

845019000 洗濯機（１回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で１０ｋｇ以下のもの）
（全自動でないもの（遠心式脱水機を自蔵しないもの））

0 即時撤廃

845020000 洗濯機（１回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で１０ｋｇを超えるも
の）

0 即時撤廃

845090000 部分品（家庭用又は営業用の洗濯機のもの） 0 即時撤廃

845110000 ドライクリーニング機 0 即時撤廃

845121000 乾燥機（１回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で１０ｋｇ以下のもの） 0 即時撤廃
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845129000 乾燥機（１回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で１０ｋｇ超のもの） 0 即時撤廃

845130000 アイロンがけ用機械及びプレス（フュージングプレスを含む。） 0 即時撤廃

845140000 洗浄用、漂白用又は染色用の機械 0 即時撤廃

845150000 紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピン
キング用の機械

0 即時撤廃

845180000 清浄用（ドライクリーニング用のものを除く。）、絞り用、仕上げ用、塗布用
又は染み込ませ用の機械（紡織用繊維の糸、織物類又は製品に使用する
もの）及び織物類その他の支持物にペーストを被覆する機械（リノリウムそ
の他の床用敷物の製造用のもの）

0 即時撤廃

845190000 部分品（洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス（フュー
ジングプレスを含む。）用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用又は染み込
ませ用の機械（紡織用繊維の糸、織物類又は製品に使用するもの）のも
の）及び部分品（織物類その他の支持物にペーストを被覆する機械（リノリ
ウムその他の床用敷物の製造用のもの）又は紡織用繊維の織物類の巻
取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用若しくはピンキング用の機械のもの）

0 即時撤廃

845210000 家庭用ミシン 0 即時撤廃

845221010 ミシン（単針直線縫いのもの）（自動式のもの）（家庭用以外のもの） 0 即時撤廃

845221021 へり縫いミシン（自動式のもの）（家庭用以外のもの） 0 即時撤廃

845221029 ミシン（自動式のもの）（単針直線縫いのもの及びへり縫いミシン以外のも
の）（家庭用以外のもの）

0 即時撤廃

845229010 ミシン（単針直線縫いのもの）（自動式以外のもの）（家庭用以外のもの） 0 即時撤廃

845229021 へり縫いミシン（自動式以外のもの）（家庭用以外のもの） 0 即時撤廃

845229029 ミシン（自動式以外のもの）（単針直線縫いのもの及びへり縫いミシン以外
のもの）（家庭用以外のもの）

0 即時撤廃

845230000 ミシン針 0 即時撤廃

845290010 部分品（家庭用ミシンのもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

845290090 部分品（家庭用を除くミシンのもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

845290100 ミシン用の家具、台及びカバー並びにこれらの部分品 0 即時撤廃

845310000 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械 0 即時撤廃

845320000 履物の製造機械及び修理機械 0 即時撤廃

845380000 毛皮製又は革製の製品（履物以外のもの）の製造用又は修理用の機械 0 即時撤廃

845390000 部分品（原皮、毛皮若しくは革の前処理用機械、なめし用機械若しくは加
工機械又は毛皮製若しくは革製の履物その他の製品の製造用若しくは修
理用の機械（ミシンを除く。）のもの）

0 即時撤廃

845410000 転炉（冶金又は金属鋳造に使用する種類のもの） 0 即時撤廃

845420000 インゴット用鋳型及び取鍋（冶金又は金属鋳造に使用する種類のもの） 0 即時撤廃
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845430000 鋳造機（冶金又は金属鋳造に使用する種類のもの） 0 即時撤廃

845490000 部分品（転炉、取鍋、インゴット用鋳型及び鋳造機（冶金又は金属鋳造に
使用する種類のもの）のもの）

0 即時撤廃

845510000 管圧延機 0 即時撤廃

845521000 金属圧延機（熱間圧延のもの及び熱間圧延と冷間圧延とを組み合わせた
もの）（管圧延機以外のもの）

0 即時撤廃

845522000 金属圧延機（冷間圧延のもの）（管圧延機以外のもの） 0 即時撤廃

845530000 圧延機用ロール 0 即時撤廃

845590000 部分品（金属圧延機のもの）（圧延機用ロール以外のもの） 0 即時撤廃

845611000 レーザーを使用して材料を取り除くことにより加工する機械 0 即時撤廃

845612000 その他の光子ビームを使用して材料を取り除くことにより加工する機械 0 即時撤廃

845620000 超音波を使用して材料を取り除くことにより加工する機械 0 即時撤廃

845630011 ワイヤカット放電加工機（数値制御式のもの） 0 即時撤廃

845630019 放電を使用して材料を取り除くことにより加工する機械（数値制御式のも
の）（ワイヤカット放電加工機以外のもの）

0 即時撤廃

845630090 放電を使用して材料を取り除くことにより加工する機械（数値制御式以外
のもの）

0 即時撤廃

845640000 プラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械 0 即時撤廃

845650000 ウォータージェット切断機械 0 即時撤廃

845690000 電気化学的方法、電子ビーム又はイオンビームを使用して材料を取り除く
ことにより加工する機械

0 即時撤廃

845710000 マシニングセンター（金属加工用のもの） 0 即時撤廃

845720000 ユニットコンストラクションマシン（シングルステーションのもの）（金属加工
用のもの）

0 即時撤廃

845730000 マルチステーショントランスファーマシン（金属加工用のもの） 0 即時撤廃

845811000 横旋盤（数値制御式のもの）（金属切削用のもの） 0 即時撤廃

845819000 横旋盤（数値制御式以外のもの）（金属切削用のもの） 0 即時撤廃

845891000 旋盤（横旋盤以外のもの）（数値制御式のもの）（金属切削用のもの） 0 即時撤廃

845899000 旋盤（横旋盤以外のもの）（数値制御式以外のもの）（金属切削用のもの） 0 即時撤廃

845910000 ウェイタイプユニットヘッド機 0 即時撤廃

845921000 ボール盤（数値制御式のもの）（ウェイタイプユニットヘッド機以外のもの） 0 即時撤廃

845929000 ボール盤（数値制御式以外のもの）（ウェイタイプユニットヘッド機以外のも
の）

0 即時撤廃

845931000 中ぐりフライス盤（数値制御式のもの）（ウェイタイプユニットヘッド機以外の
もの）

0 即時撤廃
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845939000 中ぐりフライス盤（数値制御式以外のもの）（ウェイタイプユニットヘッド機以
外のもの）

0 即時撤廃

845941000 その他の中ぐり盤（数値制御式のもの） 0 即時撤廃

845949000 その他の中ぐり盤（数値制御式以外のもの） 0 即時撤廃

845951000 膝形フライス盤（数値制御式のもの） 0 即時撤廃

845959000 膝形フライス盤（数値制御式以外のもの） 0 即時撤廃

845961000 フライス盤（数値制御式のもの）（膝形以外のもの）（ウェイタイプユニット
ヘッド機以外のもの）

0 即時撤廃

845969000 フライス盤（数値制御式以外のもの）（膝形以外のもの）（ウェイタイプユ
ニットヘッド機以外のもの）

0 即時撤廃

845970000 ねじ切り盤及びねじ立て盤（ウェイタイプユニットヘッド機以外のもの） 0 即時撤廃

846012000 平面研削盤（数値制御式のもの）（金属又はサーメットの加工用のもの） 0 即時撤廃

846019000 平面研削盤（数値制御式以外のもの）（金属又はサーメットの加工用のも
の）

0 即時撤廃

846022000 芯無し研削盤（数値制御式のもの）（金属又はサーメットの加工用のもの） 0 即時撤廃

846023000 その他の円筒研削盤（数値制御式のもの）（金属又はサーメットの加工用
のもの）

0 即時撤廃

846024000 その他の研削盤（数値制御式のもの）（金属又はサーメットの加工用のも
の）

0 即時撤廃

846029000 その他の研削盤（数値制御式以外のもの）（金属又はサーメットの加工用
のもの）

0 即時撤廃

846031000 工具研削盤（数値制御式のもの）（金属又はサーメットの加工用のもの） 0 即時撤廃

846039000 工具研削盤（数値制御式以外のもの）（金属又はサーメットの加工用のも
の）

0 即時撤廃

846040000 ホーニング盤及びラップ盤（金属又はサーメットの加工用のもの） 0 即時撤廃

846090020 研削盤（第８４６０．１２号から第８４６０．４０号までのもの以外のもの）（金
属又はサーメットの加工用のもの）

0 即時撤廃

846090090 研磨盤その他の仕上げ用加工機械（金属又はサーメットを加工するものに
限るものとし、第８４．６１項の歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤を除
く。）（第８４６０．１２号から第８４６０．４０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

846120000 形削り盤及び立削り盤（金属又はサーメットを取り除くことにより加工するも
の）

0 即時撤廃

846130000 ブローチ盤（金属又はサーメットを取り除くことにより加工するもの） 0 即時撤廃

846140000 歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤（金属又はサーメットを取り除くこと
により加工するもの）

0 即時撤廃

846150000 金切り盤及び切断機（金属又はサーメットを取り除くことにより加工するも
の）

0 即時撤廃

846190000 加工機械（金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに限るも
のとし、他の項に該当するものを除く。）（第８４６１．１０号から第８４６１．５
０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃
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846210000 鍛造機及びダイスタンピングマシン（プレスを含む。）並びにハンマー（金属
加工用のもの）

0 即時撤廃

846221000 ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン及び
フラットニングマシン（プレスを含む。）（数値制御式のもの）（金属加工用の
もの）

0 即時撤廃

846229000 ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン及び
フラットニングマシン（プレスを含む。）（数値制御式以外のもの）（金属加工
用のもの）

0 即時撤廃

846231000 剪断機（プレスを含むものとし、パンチング機能及び剪断機能を組み合わ
せた機械を除く。）（数値制御式のもの）（金属加工用のもの）

0 即時撤廃

846239000 剪断機（プレスを含むものとし、パンチング機能及び剪断機能を組み合わ
せた機械を除く。）（数値制御式以外のもの）（金属加工用のもの）

0 即時撤廃

846241000 パンチングマシン及びノッチングマシン（パンチング機能及び剪断機能を組
み合わせた機械並びにプレスを含む。）（数値制御式のもの）（金属加工用
のもの）

0 即時撤廃

846249000 パンチングマシン及びノッチングマシン（パンチング機能及び剪断機能を組
み合わせた機械並びにプレスを含む。）（数値制御式以外のもの）（金属加
工用のもの）

0 即時撤廃

846291000 液圧プレス（金属又は金属炭化物の加工用のもの）（第８４６２．１０号から
第８４６２．４９号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

846299000 プレス（液圧以外のもの）（金属又は金属炭化物の加工用のもの）（第８４６
２．１０号から第８４６２．４９号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

846310000 引抜き機（棒、管、形材、線その他これらに類する物品用のもの）（金属又
はサーメットの加工用のもの）

0 即時撤廃

846320000 ねじ転造盤（金属又はサーメットの加工用のもの） 0 即時撤廃

846330000 線の加工機械（金属又はサーメットの加工用のものでこれらを取り除くこと
なく加工するもの）

0 即時撤廃

846390000 加工機械（金属又はサーメットの加工用のもので、これらを取り除くことなく
加工するもの）

0 即時撤廃

846410000 のこ盤（石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物
性材料の加工用又はガラスの冷間加工用のもの）

0 即時撤廃

846420000 研削盤及び研磨盤（石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに
類する鉱物性材料の加工用又はガラスの冷間加工用のもの）

0 即時撤廃

846490000 石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料
の加工機械及びガラスの冷間加工機械（のこ盤、研削盤及び研磨盤以外
のもの）

0 即時撤廃

846510000 二以上の加工機能を有する機械（それぞれの機能を果たすために工具交
換を要しないもの）（木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他
これらに類する硬質物の加工用のもの）

0 即時撤廃

846520000 マシニングセンター（木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他
これらに類する硬質物の加工用のもの）

0 即時撤廃

846591000 のこ盤（木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類す
る硬質物の加工用のもの）

0 即時撤廃
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846592000 平削り盤及びフライス盤並びにモールダー（切削加工を行うもの）（木材、
コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加
工用のもの）

0 即時撤廃

846593000 研削盤及び研磨盤（木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他
これらに類する硬質物の加工用のもの）

0 即時撤廃

846594000 ベンディングマシン及び組立て用機械（木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質
プラスチックその他これらに類する硬質物の加工用のもの）

0 即時撤廃

846595000 ボール盤及びほぞ穴盤（木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックそ
の他これらに類する硬質物の加工用のもの）

0 即時撤廃

846596000 ひき割り機、薄切り機及び削り機（木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラス
チックその他これらに類する硬質物の加工用のもの）

0 即時撤廃

846599000 木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質
物の加工機械（くぎ打ち用、またくぎ打ち用、接着用その他の組立て用の
ものを含む。）（第８４６５．１０号から第８４６５．９６号までのもの以外のも
の）

0 即時撤廃

846610010 ツールホルダー 0 即時撤廃

846610090 自動開きダイヘッド 0 即時撤廃

846620000 工作物保持具 0 即時撤廃

846630000 割出台その他の特殊な附属装置（機械用のもの） 0 即時撤廃

846691000 部分品及び附属品（第８４．６４項の機械に使用するもの）（第８４６６．１０
号から第８４６６．３０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

846692000 部分品及び附属品（第８４．６５項の機械に使用するもの）（第８４６６．１０
号から第８４６６．３０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

846693000 部分品及び附属品（第８４．５６項から第８４．６１項までの機械に使用する
もの）（第８４６６．１０号から第８４６６．３０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

846694000 部分品及び附属品（第８４．６２項又は第８４．６３項の機械に使用するも
の）（第８４６６．１０号から第８４６６．３０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

846711000 回転工具（回転衝撃式工具を含む。）（ニューマチックツール） 0 即時撤廃

846719000 手持ニューマチックツール（回転工具及び回転衝撃式工具以外のもの） 0 即時撤廃

846721000 ドリル（電気式の原動機を自蔵するもの） 0 即時撤廃

846722000 のこぎり（電気式の原動機を自蔵するもの） 0 即時撤廃

846729010 グラインダー（電気式の原動機を自蔵するもの） 0 即時撤廃

846729090 その他のもの（グラインダーを除く）（電気式の原動機を自蔵するもの） 0 即時撤廃

846781000 チェーンソー（ニューマチック式以外のもの） 0 即時撤廃

846789000 手持工具（液圧式のもの又は非電気式の原動機を自蔵するもの）（チェー
ンソー以外のもの）

0 即時撤廃

846791000 部分品（チェーンソーのもの） 0 即時撤廃
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846792000 部分品（ニューマチックツールのもの） 0 即時撤廃

846799000 部分品（チェーンソー又はニューマチックツールのもの以外のもの） 0 即時撤廃

846810000 手持ち式トーチ 0 即時撤廃

846820000 はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器（切断に使用することができ
るかできないかを問わないものとし、第８５．１５項のものを除く。）及びガス
式の表面熱処理用機器（ガス式のもの）（手持ち式トーチ以外のもの）

0 即時撤廃

846880000 はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器（切断に使用することができ
るかできないかを問わないものとし、第８５．１５項のものを除く。）（手持ち
式トーチ及びガス式のもの以外のもの）

0 即時撤廃

846890000 部分品（はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器（切断に使用するこ
とができるかできないかを問わないものとし、第８５．１５項のものを除く。）
及びガス式の表面熱処理用機器のもの）

0 即時撤廃

847010000 電子式計算機（外部の電源を必要としないもの）並びにデータを記録し、再
生し、及び表示するポケットサイズの機械（計算機能を有するもの）

0 即時撤廃

847021000 電子式計算機（外部の電源を必要とするもの）（印字機構を有するもの） 0 即時撤廃

847029000 電子式計算機（外部の電源を必要とするもの）（印字機構を有しないもの） 0 即時撤廃

847030000 計算機（電子式以外のもの） 0 即時撤廃

847050000 金銭登録機 0 即時撤廃

847090000 計算機構を有する機械（計算機、会計機及び金銭登録機以外のもの） 0 即時撤廃

847130000 携帯用の自動データ処理機械(重量が10キログラム以下で、少なくとも中
央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るもの)

0 即時撤廃

847141000 その他の自動データ処理機械（少なくとも中央処理装置、入力装置及び出
力装置を同一のハウジングに収納しているものに限るものとし、入力装置
と出力装置とが一体となっているかいないかを問わない。）

0 即時撤廃

847149000 その他の自動データ処理機械（システムの形態で提示するもの） 0 即時撤廃

847150000 処理装置(第8471.41号及び第8471.49号のものを除くものとし、記憶装置、
入力装置及び出力装置のうち一又は二の装置を同一のハウジングに収納
しているかいないかを問わない。)

0 即時撤廃

847160000 入力装置及び出力装置（その他のもの） 0 即時撤廃

847170010 主記憶装置 0 即時撤廃

847170030 磁気ディスク装置 0 即時撤廃

847170050 光ディスク装置 0 即時撤廃

847170090 記憶装置（その他のもの） 0 即時撤廃

847180000 その他の装置（自動データ処理機械のユニットに限る。） 0 即時撤廃
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847190000 自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学
式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械及び符号化
したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）（第８４７１．１
０号から第８４７１．８０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

847210000 謄写機 0 即時撤廃

847230000 郵便物の分類用、折畳み用、封入用、帯がけ用、開封用、封止用又は封
印用の機械及び郵便切手の張付け用又は消印用の機械

0 即時撤廃

847290000 その他の事務用機器（第８４７２．１０号又は第８４７２．３０号の機器以外の
もの）

0 即時撤廃

847321000 第８４７０．１０号、第８４７０．２１号又は第８４７０．２９号の電子式計算機
の部分品及び附属品

0 即時撤廃

847329000 第８４７０．３０号から第８４７０．９０号までの機器の部分品及び附属品 0 即時撤廃

847330011 DRAM（ダイナミックランダムアクセスメモリー）モジュール（１又は２以上の
DRAMを基板上装着し、かつ、自動データ処理機械等に接続するための端
子を有しているもの（DRAMの補助機能を補助するためDRAM以外の部分
品が装着されているかいないかを問わない。）をいう。）

0 即時撤廃

847330019 部分品及び附属品（自動データ処理機械又はこれを構成する機器のもの）
（8473.30-011に掲げるDRAMモジュールを除く。）

0 即時撤廃

847330090 第８４．７１項の機械の部分品及び附属品（自動データ処理機械又はこれ
を構成する機器のもの以外のもの）

0 即時撤廃

847340000 第８４．７２項の機械の部分品及び附属品 0 即時撤廃

847350000 第８４．７０項から第８４．７２項までの二以上の項の機械に共通して使用
する部分品及び附属品

0 即時撤廃

847410000 選別機、ふるい分け機、分離機及び洗浄機（鉱物性物質の処理用のもの） 0 即時撤廃

847420000 破砕機及び粉砕機（鉱物性物質の処理用のもの） 0 即時撤廃

847431000 コンクリート又はモルタルの混合機 0 即時撤廃

847432000 鉱物性物質とビチューメンとの混合機 0 即時撤廃

847439000 混合機及び捏和機、選別機、ふるい分け機、分離機及び洗浄機（コンク
リート又はモルタルの混合機及び鉱物性物質とビチューメンとの混合機以
外のもの）

0 即時撤廃

847480000 凝結機及び成形機（固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、プラス
ターその他の粉状又はペースト状の鉱物性物品の処理用のもの）並びに
鋳物用砂型の造型機

0 即時撤廃

847490000 部分品（選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合
機及び捏和機（固体状、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱
物性物質の処理用のもの）、凝結機若しくは成形機（固体鉱物燃料、セラ
ミックペースト、セメント、プラスターその他の粉状又はペースト状の鉱物性
物品の処理用のもの）又は鋳物用砂型の造型機のもの）

0 即時撤廃

847510000 電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械 0 即時撤廃

847521000 光ファイバー又はそのプリフォームの製造機械 0 即時撤廃
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847529000 ガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械（その他のもの） 0 即時撤廃

847590000 部分品（電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機
械又はガラス若しくはその製品の製造用若しくは熱間加工用の機械のも
の）

0 即時撤廃

847621000 飲料の自動販売機（加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの） 0 即時撤廃

847629000 飲料の自動販売機（加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの以外のもの） 0 即時撤廃

847681000 その他の自動販売機（加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの） 0 即時撤廃

847689000 その他の自動販売機（加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの以外のも
の）

0 即時撤廃

847690000 部分品（自動販売機のもの） 0 即時撤廃

847710000 射出成形機（ゴム用又はプラスチック用のもの） 0 即時撤廃

847720000 押出成形機（ゴム用又はプラスチック用のもの） 0 即時撤廃

847730000 吹込み成形機（ゴム用又はプラスチック用のもの） 0 即時撤廃

847740000 真空成形機及びその他の熱成形機（ゴム用又はプラスチック用のもの） 0 即時撤廃

847751000 空気タイヤの更生用又は型を使用する成形用の機械及びインナーチュー
ブの成形用の機械

0 即時撤廃

847759000 ゴム又はプラスチックの成形用機械（第８４７７．１０号から第８４７７．５１号
までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

847780000 ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする
物品の製造機械（この類の他の項に該当するものを除く。）（第８４７７．１０
号から第８４７７．５９号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

847790010 部分品（第８４７７．１０号から第８４７７．５９号までの機械のもの及び第８４
７７．８０号の捏和機のもの）

0 即時撤廃

847790090 部分品（第８４７７．８０号の機械（捏和機以外のもの）のもの） 0 即時撤廃

847810000 たばこの調製用又は製造用の機械 0 即時撤廃

847890000 部分品（たばこの調製用又は製造用の機械のもの） 0 即時撤廃

847910000 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械 0 即時撤廃

847920000 動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械 0 即時撤廃

847930000 プレス（木材その他の木質材料製のパーティクルボード又は建築用繊維
板の製造用のもの）その他の木材又はコルクの処理用機械

0 即時撤廃

847940000 綱又はケーブルの製造機械 0 即時撤廃

847950000 産業用ロボット（他の号に該当するものを除く。） 0 即時撤廃

847960000 蒸発式空気冷却装置 0 即時撤廃

847971000 旅客搭乗橋（空港において使用する種類のもの） 0 即時撤廃

847979000 旅客搭乗橋（空港において使用する種類のものを除く） 0 即時撤廃
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847981000 金属の処理用の機械（電線の巻線機を含む。） 0 即時撤廃

847982000 混合用、捏和用、破砕用、粉砕用、ふるい分け用、均質化用、乳化用又は
かくはん用の機械

0 即時撤廃

847989000 機械類（固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当
するものを除く。）

0 即時撤廃

847990000 部分品（機械類（固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の
項に該当するものを除く。）のもの）

0 即時撤廃

848010000 金属鋳造用鋳型枠 0 即時撤廃

848020000 鋳型ベース 0 即時撤廃

848030000 鋳造用パターン 0 即時撤廃

848041000 金属又は金属炭化物の成形用の型（射出式又は圧縮式のもの） 0 即時撤廃

848049000 金属又は金属炭化物の成形用の型（射出式又は圧縮式のもの以外のも
の）

0 即時撤廃

848050000 ガラスの成形用の型 0 即時撤廃

848060000 鉱物性材料の成形用の型 0 即時撤廃

848071000 ゴム又はプラスチックの成形用の型（射出式又は圧縮式のもの） 0 即時撤廃

848079000 ゴム又はプラスチックの成形用の型（射出式又は圧縮式のもの以外のも
の）

0 即時撤廃

848110000 減圧弁 0 即時撤廃

848120000 油圧伝動装置用又は空気圧伝動装置用の弁 0 即時撤廃

848130000 逆止弁 0 即時撤廃

848140000 安全弁及び逃がし弁 0 即時撤廃

848180010 鉄鋼製のコック、弁その他これらに類する物品（減圧弁及び温度制御式弁
を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品用のもの）
（第８４８１．１０号から第８４８１．４０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

848180020 銅製のコック、弁その他これらに類する物品（減圧弁及び温度制御式弁を
含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品用のもの）（第
８４８１．１０号から第８４８１．４０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

848180090 その他のコック、弁その他これらに類する物品（減圧弁及び温度制御式弁
を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品用のもの）
（第８４８１．１０号から第８４８１．４０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

848190000 部分品（コック、弁その他これらに類する物品（減圧弁及び温度制御式弁
を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品用のもの）
のもの）

0 即時撤廃

848210000 玉軸受 0 即時撤廃

848220000 円すいころ軸受（コーンと円すいころを組み合わせたものを含む。） 0 即時撤廃

848230000 球面ころ軸受 0 即時撤廃

848240000 針状ころ軸受 0 即時撤廃
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848250000 その他の円筒ころ軸受 0 即時撤廃

848280000 ころ軸受（玉軸受ところ軸受を組み合わせたものを含む。）（第８４８２．２０
号から第８４８２．５０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

848291000 玉、針状ころ及びころ（玉軸受又はころ軸受の部分品） 0 即時撤廃

848299000 玉軸受又はころ軸受の部分品（玉、針状ころ及びころ以外のもの） 0 即時撤廃

848310010 伝動軸（カムシャフト及びクランクシャフトを含む。）及びクランク（自動車用
のもの）

0 即時撤廃

848310021 クランクシャフト（自動車用以外のもの） 0 即時撤廃

848310029 伝動軸（カムシャフトを含む。）及びクランク（自動車用以外のもの） 0 即時撤廃

848320010 軸受箱（玉軸受又はころ軸受を有するもの）（自動車用のもの） 0 即時撤廃

848320090 軸受箱（玉軸受又はころ軸受を有するもの）（自動車用以外のもの） 0 即時撤廃

848330010 軸受箱（玉軸受又はころ軸受を有するものを除く。）及び滑り軸受（自動車
用のもの）

0 即時撤廃

848330090 軸受箱（玉軸受又はころ軸受を有するものを除く。）及び滑り軸受（自動車
用以外のもの）

0 即時撤廃

848340010 船舶用の減速機（原動機により駆動される軸が１分間につき１０，０００回
以上回転することができるものを除く。）及び逆転機並びに無段変速機

0 即時撤廃

848340090 歯車及び歯車伝動機（単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロ
ケットその他の伝動装置の構成部品を除く。）、ボールスクリュー、ローラー
スクリュー並びにギヤボックスその他の変速機（トルクコンバーターを含
む。）（船舶用の減速機（原動機により駆動される軸が１分間につき１０，０
００回以上回転することができるものを除く。）及び逆転機並びに無段変速
機以外のもの）

0 即時撤廃

848350010 はずみ車及びプーリー（プーリーブロックを含む。）（自動車用のもの） 0 即時撤廃

848350090 はずみ車及びプーリー（プーリーブロックを含む。）（自動車用以外のもの） 0 即時撤廃

848360000 クラッチ及び軸継手（自在継手を含む。） 0 即時撤廃

848390010 単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置
の構成部品及び部分品（自動車用のもの）

0 即時撤廃

848390020 単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置
の構成部品及び部分品（船舶用の減速機（原動機により駆動される軸が１
分間につき１０，０００回以上回転することができるもの）のもの）

0 即時撤廃

848390031 単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置
の構成部品及び部分品（無段変速機、クランクシャフト、はずみ車又は
プーリー（プーリーブロックを含む。）のもの）

0 即時撤廃

848390039 単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置
の構成部品及び部分品（第８４８３．９０号－０１０から第８４８３．９０号－０
３１までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

848410000 ガスケットその他これに類するジョイント（他の材料と結合した金属板製の
もの及び二層以上の金属から成るもの）

0 即時撤廃
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848420000 メカニカルシール 0 即時撤廃

848490000 材質の異なるガスケットその他これに類するジョイントをセットにし又は取り
そろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの

0 即時撤廃

848610000 半導体ボール又は半導体ウエハー製造用の機器 0 即時撤廃

848620000 半導体デバイス又は集積回路製造用の機器 0 即時撤廃

848630000 フラットパネルディスプレイ製造用の機器 0 即時撤廃

848640000 第84類の注9（C）の機器 0 即時撤廃

848690000 半導体ボール、半導体ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラット
パネルディスプレイの製造に専ら又は主として使用する機器、第84類の注
9（C）の機器の部分品及び附属品

0 即時撤廃

848710000 船舶のプロペラ及びその羽根 0 即時撤廃

848790000 機械類の部分品（接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品を
有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。）（船舶のプロペラ
及びその羽根を除く。）

0 即時撤廃

850110011 直流電動機（出力が１０Ｗ以下のもの） 0 即時撤廃

850110019 直流電動機（出力が１０Ｗを超え３７．５Ｗ以下のもの） 0 即時撤廃

850110020 単相交流電動機（出力が３７．５Ｗ以下のもの） 0 即時撤廃

850110090 電動機（出力が３７．５Ｗ以下のもの）（直流電動機及び単相交流電動機以
外のもの）

0 即時撤廃

850120000 交直両用電動機（出力が３７．５Ｗを超えるもの） 0 即時撤廃

850131000 直流電動機（出力が３７．５Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの）及び直流発電機
（出力が７５０Ｗ以下のもの）

0 即時撤廃

850132000 直流電動機及び直流発電機（出力が７５０Ｗを超え７５ｋＷ以下のもの） 0 即時撤廃

850133000 直流電動機及び直流発電機（出力が７５ｋＷを超え３７５ｋＷ以下のもの） 0 即時撤廃

850134000 直流電動機及び直流発電機（出力が３７５ｋＷ超のもの） 0 即時撤廃

850140000 単相交流電動機（出力が３７．５Ｗ超のもの） 0 即時撤廃

850151000 多相交流電動機（出力が３７．５Ｗを超え７５０Ｗ以下のもの） 0 即時撤廃

850152000 多相交流電動機（出力が７５０Ｗを超え７５ｋＷ以下のもの） 0 即時撤廃

850153000 多相交流電動機（出力が７５ｋＷ超のもの） 0 即時撤廃

850161000 交流発電機（出力が７５ｋＶＡ以下のもの） 0 即時撤廃

850162000 交流発電機（出力が７５ｋＶＡを超え３７５ｋＶＡ以下のもの） 0 即時撤廃

850163000 交流発電機（出力が３７５ｋＶＡを超え７５０ｋＶＡ以下のもの） 0 即時撤廃

850164000 交流発電機（出力が７５０ｋＶＡ超のもの） 0 即時撤廃
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850211000 発電機（ピストン式圧縮点火内燃機関（ディーゼルエンジン及びセミディー
ゼルエンジン）とセットにしたもの）（出力が７５ｋＶＡ以下のもの）

0 即時撤廃

850212000 発電機（ピストン式圧縮点火内燃機関（ディーゼルエンジン及びセミディー
ゼルエンジン）とセットにしたもの）（出力が７５ｋＶＡを超え３７５ｋＶＡ以下の
もの）

0 即時撤廃

850213000 発電機（ピストン式圧縮点火内燃機関（ディーゼルエンジン及びセミディー
ゼルエンジン）とセットにしたもの）（出力が３７５ｋＶＡ超のもの）

0 即時撤廃

850220000 発電機（ピストン式火花点火内燃機関とセットにしたもの） 0 即時撤廃

850231000 発電機（原動機（ピストン式内燃機関以外のもの）とセットにしたもの）（風
力式のもの）

0 即時撤廃

850239000 発電機（原動機（ピストン式内燃機関以外のもの）とセットにしたもの）（そ
の他のもの）

0 即時撤廃

850240000 ロータリーコンバーター 0 即時撤廃

850300000 第８５．０１項又は第８５．０２項の機械に専ら又は主として使用する部分品 0 即時撤廃

850410000 放電管用安定器 0 即時撤廃

850421010 トランスフォーマー（絶縁性の液体を使用するもの）（容量が１００ｋＶＡ以下
のもの）

0 即時撤廃

850421020 トランスフォーマー（絶縁性の液体を使用するもの）（容量が１００ｋＶＡを超
え２００ｋＶＡ未満のもの）

0 即時撤廃

850421090 トランスフォーマー（絶縁性の液体を使用するもの）（容量が２００ｋＶＡを超
え６５０ｋＶＡ未満のもの）

0 即時撤廃

850422000 トランスフォーマー（絶縁性の液体を使用するもの）（容量が６５０ｋＶＡを超
え１０，０００ｋＶＡ以下のもの）

0 即時撤廃

850423000 トランスフォーマー（絶縁性の液体を使用するもの）（容量が１０，０００ｋＶＡ
超のもの）

0 即時撤廃

850431000 トランスフォーマー（絶縁性の液体を使用するもの以外のもの）（容量が１ｋ
ＶＡ以下のもの）

0 即時撤廃

850432000 トランスフォーマー（絶縁性の液体を使用するもの以外のもの）（容量が１ｋ
ＶＡを超え１６ｋＶＡ以下のもの）

0 即時撤廃

850433010 トランスフォーマー（絶縁性の液体を使用するもの以外のもの）（容量が１６
ｋＶＡを超え５０ｋＶＡ以下のもの）

0 即時撤廃

850433020 トランスフォーマー（絶縁性の液体を使用するもの以外のもの）（容量が５０
ｋＶＡを超え２００ｋＶＡ未満のもの）

0 即時撤廃

850433090 トランスフォーマー（絶縁性の液体を使用するもの以外のもの）（容量が２０
０ｋＶＡを超え５００ｋＶＡ未満のもの）

0 即時撤廃

850434000 トランスフォーマー（絶縁性の液体を使用するもの以外のもの）（容量が５０
０ｋＶＡ超のもの）

0 即時撤廃

850440011 シリコン整流機器 0 即時撤廃

850440019 整流機器（シリコン整流機器以外のもの） 0 即時撤廃
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850440090 スタティックコンバーター（整流機器以外のもの） 0 即時撤廃

850450000 その他のインダクター 0 即時撤廃

850490000 部分品（トランスフォーマー、スタティックコンバーター又はインバーターの
もの）

0 即時撤廃

850511000 永久磁石及び永久磁石用の物品で磁化してないもの（金属製のもの） 0 即時撤廃

850519000 永久磁石及び永久磁石用の物品で磁化してないもの（金属製以外のも
の）

0 即時撤廃

850520000 電磁式のカップリング、クラッチ及びブレーキ 0 即時撤廃

850590010 電磁石 0 即時撤廃

850590090 電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具
及びその部分品並びに第８５０５．１１号－０００から第８５０５．９０－０１０
までの物品の部分品

0 即時撤廃

850610011 一次電池（アルカリマンガン電池）（ボタン電池） 0 即時撤廃

850610019 一次電池（アルカリマンガン電池）（ボタン電池以外のもの） 0 即時撤廃

850610090 一次電池（二酸化マンガンを使用したもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

850630000 一次電池（酸化水銀を使用したもの） 0 即時撤廃

850640000 一次電池（酸化銀を使用したもの） 0 即時撤廃

850650000 一次電池（リチウムを使用したもの） 0 即時撤廃

850660000 一次電池（空気・亜鉛電池） 0 即時撤廃

850680000 その他の一次電池 0 即時撤廃

850690000 部分品（一次電池のもの） 0 即時撤廃

850710010 ピストンエンジンの始動に使用する種類の鉛蓄電池（公称電圧が６Ｖ又は
１２Ｖのもの）

0 即時撤廃

850710020 ピストンエンジンの始動に使用する種類の鉛蓄電池（公称電圧が６Ｖ又は
１２Ｖのもの以外のもの）

0 即時撤廃

850720010 鉛蓄電池（ピストンエンジンの始動に使用する種類のもの以外のもの）（公
称電圧が６Ｖ又は１２Ｖのもの）

0 即時撤廃

850720020 鉛蓄電池（ピストンエンジンの始動に使用する種類のもの以外のもの）（公
称電圧が６Ｖ又は１２Ｖのもの以外のもの）

0 即時撤廃

850730000 ニッケル・カドミウム蓄電池 0 即時撤廃

850740000 ニッケル・鉄蓄電池 0 即時撤廃

850750000 ニッケル・水素蓄電池 0 即時撤廃

850760000 リチウム・イオン蓄電池 0 即時撤廃

850780000 その他の蓄電池（第８５０７．１０号から第８５０７．６０号までのもの以外の
もの）

0 即時撤廃

850790000 部分品（蓄電池のもの） 0 即時撤廃
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850811010 真空式掃除機（電動装置を自蔵するもの）（出力が1,500ワット以下のもの
（ダストバッグ又はその他の容器（20リットル以下のもの）を有するもの））
（電池内蔵式のもの）

0 即時撤廃

850811090 真空式掃除機（電動装置を自蔵するもの）（出力が1,500ワット以下のもの
（ダストバッグ又はその他の容器（20リットル以下のもの）を有するもの））
（電池内蔵式のもの以外のもの）

0 即時撤廃

850819000 真空式掃除機（電動装置を自蔵するもの）（出力が1,500ワット超のもの） 0 即時撤廃

850860000 真空式掃除機（電動装置を自蔵しないもの） 0 即時撤廃

850870000 真空式掃除機（部分品） 0 即時撤廃

850940000 食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機
（家庭用、電動装置を自蔵するもの）

0 即時撤廃

850980000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するもの）（第８５０９．１０号から第８５０
９．４０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

850990000 部分品（家庭用電気機器（電動装置を自蔵するもの）のもの） 0 即時撤廃

851010000 かみそり（電動装置を自蔵するもの） 0 即時撤廃

851020000 バリカン（電動装置を自蔵するもの） 0 即時撤廃

851030000 脱毛器（電動装置を自蔵するもの） 0 即時撤廃

851090000 部分品（かみそり及びバリカン（電動装置を自蔵するもの）のもの） 0 即時撤廃

851110010 点火プラグ（自動車用のもの） 0 即時撤廃

851110090 点火プラグ（自動車用以外のもの） 0 即時撤廃

851120000 点火用磁石発電機、直流磁石発電機及びはずみ車式磁石発電機 0 即時撤廃

851130000 ディストリビューター及びイグニションコイル 0 即時撤廃

851140000 スターター及び始動充電発電機 0 即時撤廃

851150000 発電機（内燃機関用のもの）（第８５１１．２０号又は第８５１１．４０号のもの
以外のもの）

0 即時撤廃

851180000 火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類
の電気機器及びこれらの内燃機関に使用する種類の開閉器（第８５１１．１
０号から第８５１１．５０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

851190010 部分品（発電機又はスターターのもの） 0 即時撤廃

851190090 部分品（火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用
する種類の電気機器（スターター以外のもの）又は開閉器のもの）

0 即時撤廃

851210000 照明用又は可視信号用の機器（自転車に使用する種類のもの） 0 即時撤廃

851220000 照明用又は可視信号用の機器（自動車に使用する種類のもの） 0 即時撤廃

851230000 音響信号機器（自転車用又は自動車用のもの） 0 即時撤廃

851240000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置（自転車用又は自動車用の
もの）

0 即時撤廃
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851290000 部分品（電気式の照明用又は信号用の機器（第８５．３９項の物品を除
く。）、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置（自転車又は自動車に
使用する種類のもの）のもの）

0 即時撤廃

851310000 携帯用電気ランプ（内蔵したエネルギー源（例えば、電池及び磁石発電
機）により機能するように設計したものに限るものとし、第８５．１２項の照
明用機器を除く。）

0 即時撤廃

851390000 部分品（携帯用電気ランプ（内蔵したエネルギー源（例えば、電池及び磁
石発電機）により機能するように設計したものに限るものとし、第８５．１２
項の照明用機器を除く。）のもの）

0 即時撤廃

851410000 抵抗加熱炉（工業用又は理化学用のもの） 0 即時撤廃

851420000 電磁誘導又は誘電損失により機能する炉（工業用又は理化学用のもの） 0 即時撤廃

851430000 その他の炉（工業用又は理化学用のもの） 0 即時撤廃

851440000 その他の機器（電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに
限る）（工業用又は理化学用のもの）

0 即時撤廃

851490000 部分品（工業用又は理化学用のもの） 0 即時撤廃

851511000 はんだごて及びはんだ付けガン 0 即時撤廃

851519000 電気式（電気加熱ガス式を含む。）、レーザーその他の光子ビーム式、超
音波式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のろう付け用
又ははんだ付け用の機器（はんだごて及びはんだ付けガン以外のもの）

0 即時撤廃

851521000 金属用抵抗溶接機器（全自動式又は半自動式のもの） 0 即時撤廃

851529000 金属用抵抗溶接機器（全自動式又は半自動式のもの以外のもの） 0 即時撤廃

851531000 アーク溶接機器（プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用のもの）
（全自動式又は半自動式のもの）

0 即時撤廃

851539000 アーク溶接機器（プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用のもの）
（全自動式又は半自動式のもの以外のもの）

0 即時撤廃

851580010 溶接用機器（超音波式のもの） 0 即時撤廃

851580090 溶接用の機器（電気式（電気加熱ガス式を含む。）、レーザーその他の光
子ビーム式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のもの）
及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機器（金属用抵抗溶接機器及
び金属用アーク溶接機器以外のもの）

0 即時撤廃

851590010 部分品（超音波式のはんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器のもの） 0 即時撤廃

851590090 部分品（はんだ付け用、ろう付け用若しくは溶接用の機器（電気式（電気加
熱ガス式を含む。）、レーザーその他の光子ビーム式、電子ビーム式、磁
気パルス式又はプラズマアーク式のもの）又は金属又はサーメットの熱吹
付け用電気機器のもの）

0 即時撤廃

851610000 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器 0 即時撤廃

851621000 蓄熱式ラジエーター（電気式のもの） 0 即時撤廃

851629000 電気式の暖房機器及び土壌加熱器（蓄熱式ラジエーター以外のもの） 0 即時撤廃
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851631000 ヘアドライヤー 0 即時撤廃

851632000 電熱式の調髪用機器（ヘアドライヤー以外のもの） 0 即時撤廃

851633000 手用ドライヤー 0 即時撤廃

851640000 電気アイロン 0 即時撤廃

851650010 マイクロ波オーブン（マイクロ波以外の方法による加熱機能を有しないも
の）

0 即時撤廃

851650090 マイクロ波オーブン（その他のもの） 0 即時撤廃

851660000 電気式のオーブン（マイクロ波オーブン以外のもの）並びにクッカー、加熱
調理板、煮沸リング、グリル及びロースター

0 即時撤廃

851671000 コーヒーメーカー及びティーメーカー 0 即時撤廃

851672000 トースター 0 即時撤廃

851679010 電気がま 0 即時撤廃

851679090 家庭用の電熱機器（第８５１６．１０号から第８５１６．７９号－０１０までのも
の以外のもの）

0 即時撤廃

851680000 電熱用抵抗体 0 即時撤廃

851690000 部分品（電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖
房機器及び土壌加熱器、電熱式の調髪用機器又は手用ドライヤー、電気
アイロンその他の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵
抗体（第８５．４５項のものを除く。）のもの）

0 即時撤廃

851711000 コードレス送受話器付きの有線電話機 0 即時撤廃

851712000 携帯回線網用その他の無線回線網用の電話 0 即時撤廃

851718000 電話機（その他のもの） 0 即時撤廃

851761000 基地局 0 即時撤廃

851762000 音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機械
（スイッチング機器及びルーティング機器を含む。）

0 即時撤廃

851769000 その他の機器（音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものと
し、有線又は無線回線網（例えば、ローカルエリアネットワーク（LAN）又は
ワイドエリアネットワーク（WAN））用の通信機器を含む。）（その他のもの）

0 即時撤廃

851770000 電話機及びその他の機器（部分品） 0 即時撤廃

851810000 マイクロホン及びそのスタンド 0 即時撤廃

851821000 単一型拡声器（エンクロージャーに取り付けたもの） 0 即時撤廃

851822000 複数型拡声器（同一のエンクロージャーに取り付けたもの） 0 即時撤廃

851829000 拡声器（第８５１８．２１号又は第８５１８．２２号のもの以外のもの） 0 即時撤廃

851830000 ヘッドホン及びイヤホン（マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わな
い。）並びにマイクロホンと拡声器を組み合わせたもの

0 即時撤廃
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851840000 可聴周波増幅器 0 即時撤廃

851850000 電気式音響増幅装置 0 即時撤廃

851890000 部分品増幅装置のもの） 0 即時撤廃

851920000 硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する音
声の記録用又は再生用の機器

0 即時撤廃

851930000 レコードデッキ 0 即時撤廃

851950000 留守番電話装置 0 即時撤廃

851981000 音声の記録用又は再生用の機器（その他の機器）（磁気媒体、光学媒体
又は半導体媒体を使用するもの）

0 即時撤廃

851989000 音声の記録用又は再生用の機器（その他の機器）（その他のもの） 0 即時撤廃

852110000 ビデオの記録用又は再生用の機器（ビデオチューナーを自蔵するかしない
かを問わない。）（磁気テープ式のもの）

0 即時撤廃

852190000 ビデオの記録用又は再生用の機器（ビデオチューナーを自蔵するかしない
かを問わない。）（磁気テープ式以外のもの）

0 即時撤廃

852210000 ピックアップカートリッジ 0 即時撤廃

852290000 部分品及び附属品（第８５．１９項から第８５．２１項までの機器に専ら又は
主として使用するものに限る。）（ピックアップカートリッジ以外のもの）

0 即時撤廃

852321000 磁気媒体（カード（磁気ストライプを有するもの）） 0 即時撤廃

852329000 磁気媒体（カード（磁気ストライプを有するもの）以外のもの） 0 即時撤廃

852341000 光学媒体（記録してないもの） 0 即時撤廃

852349000 光学媒体（記録してるもの） 0 即時撤廃

852351000 不揮発性半導体記憶装置 0 即時撤廃

852352010 プロキシミティカード及びプロキシミティタグ 0 即時撤廃

852352090 スマートカード（プロキシミティカード及びプロキシミティタグ以外のもの） 0 即時撤廃

852359000 半導体媒体（その他のもの） 0 即時撤廃

852380000 その他の媒体 0 即時撤廃

852550000 送信機器 0 即時撤廃

852560000 送信機器（受信機器を自蔵するもの） 0 即時撤廃

852580000 テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー 0 即時撤廃

852610010 レーダー（船舶用のもの） 0 即時撤廃

852610020 レーダー（航空機用のもの） 0 即時撤廃

852610090 レーダー（船舶用又は航空機用のもの以外のもの） 0 即時撤廃
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852691010 航行用無線機器（航空機用のもの） 0 即時撤廃

852691090 航行用無線機器（航空機用のもの以外のもの） 0 即時撤廃

852692000 無線遠隔制御機器 0 即時撤廃

852712000 ポケットサイズのカセットプレーヤー（ラジオを自蔵するもの） 0 即時撤廃

852713000 ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するもの)(音声の記録用又
は再生用の機器と結合してあるもの)

0 即時撤廃

852719000 ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するもの)(音声の記録用又
は再生用の機器と結合してあるもの以外のもの)

0 即時撤廃

852721000 自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ
作動しないもの)（音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの）

0 即時撤廃

852729000 自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ
作動しないもの)（音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの以
外のもの）

0 即時撤廃

852791000 その他のラジオ放送用の受信機器(音声の記録用又は再生用の機器と結
合してあるもの)

0 即時撤廃

852792000 その他のラジオ放送用の受信機器(時計と結合してあるもの(音声の記録
用又は再生用の機器と結合してあるものを除く。))

0 即時撤廃

852799000 その他のラジオ放送用の受信機器(その他のもの) 0 即時撤廃

852842000 陰極線管モニター（第84.71項の自動データ処理機械に直接接続すること
ができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの）

0 即時撤廃

852849000 陰極線管モニター（第84.71項の自動データ処理機械に直接接続すること
ができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの以外のもの）

0 即時撤廃

852852000 その他のモニター（第84.71項の自動データ処理機械に直接接続すること
ができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの）

0 即時撤廃

852859000 その他のモニター（第84.71項の自動データ処理機械に直接接続すること
ができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの以外のもの）

0 即時撤廃

852862000 プロジェクター（第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することがで
き、かつ、それとともに使用するように設計されたもの）

0 即時撤廃

852869000 プロジェクター（第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することがで
き、かつ、それとともに使用するように設計されたもの以外のもの）

0 即時撤廃

852871000 テレビジョン受像機器(ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設
計されていないもの)

0 即時撤廃

852872010 テレビジョン受像機器(ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設
計されているもの)（液晶式のもの）

0 即時撤廃

852872020 テレビジョン受像機器(ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設
計されているもの)（プラズマのもの）

0 即時撤廃

852872090 テレビジョン受像機器(ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設
計されているもの)（液晶式及びプラズマ式以外のもの）

0 即時撤廃

852873000 テレビジョン受像機器(その他のもの(白黒その他のモノクロームのもの)） 0 即時撤廃
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852910000 アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品 0 即時撤廃

852990111 第８５．２５項から第８５．２８項までの機器に専ら又は主として使用する部
分品（液晶式のディスプレイモジュール）（画面対角が59センチメートル未
満のもの）

0 即時撤廃

852990112 第８５．２５項から第８５．２８項までの機器に専ら又は主として使用する部
分品（液晶式のディスプレイモジュール）（画面対角が59センチメートル以
上76センチメートル未満のもの）

0 即時撤廃

852990113 第８５．２５項から第８５．２８項までの機器に専ら又は主として使用する部
分品（液晶式のディスプレイモジュール）（画面対角が76センチメートル以
上のもの）

0 即時撤廃

852990190 第８５．２５項から第８５．２９項までの機器に専ら又は主として使用する部
分品（液晶式又はプラズマ式以外のディスプレイモジュール）

0 即時撤廃

852990900 第８５．２５項から第８５．２８項までの機器に専ら又は主として使用する部
分品（この項の他の号に該当するものを除く。）

0 即時撤廃

853010000 鉄道又は軌道の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器（第８６．０８
項のもの以外のもの）

0 即時撤廃

853080000 道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交
通管制用の電気機器（第８６．０８項のものを除く。）

0 即時撤廃

853090000 部分品（鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信
号用、安全用又は交通管制用の電気機器（第８６．０８項のものを除く。）
のもの）

0 即時撤廃

853110000 盗難警報器、火災警報器その他これらに類する機器 0 即時撤廃

853120000 表示盤（液晶デバイス（LCD）又は発光ダイオード（LED）を自蔵するもの） 0 即時撤廃

853180000 電気式の音響信号用又は可視信号用の機器（第８５．１２項又は第８５．３
０項のもの以外のもの）（第８５３１．１０号又は第８５３１．２０号のもの以外
のもの）

0 即時撤廃

853190000 部分品（電気式の音響信号用又は可視信号用の機器のもの）（第８５．１２
項又は第８５．３０項のもの以外のもの）

0 即時撤廃

853210000 固定式コンデンサー（５０又は６０Ｈｚ回路用に設計したもので、無効電力が
０．５ｋｖａｒ以上のもの（電力用コンデンサー））

0 即時撤廃

853221000 タンタルコンデンサー（固定式のもの）（第８５３２．１０号のもの以外のも
の）

0 即時撤廃

853222000 アルミニウム電解コンデンサー（固定式のもの）（第８５３２．１０号のもの以
外のもの）

0 即時撤廃

853223000 セラミックコンデンサー（単層のもの）（固定式のもの）（第８５３２．１０号の
もの以外のもの）

0 即時撤廃

853224000 セラミックコンデンサー（多層のもの）（固定式のもの）（第８５３２．１０号の
もの以外のもの）

0 即時撤廃

853225000 紙コンデンサー及びプラスチックコンデンサー（固定式のもの）（第８５３２．
１０号のもの以外のもの）

0 即時撤廃

853229000 固定式コンデンサー（第８５３２．１０号から第８５３２．２５号までのもの以外
のもの）

0 即時撤廃

853230000 可変式又は半固定式のコンデンサー 0 即時撤廃
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853290000 部分品（コンデンサーのもの） 0 即時撤廃

853310000 固定式炭素抵抗器（被膜抵抗器を含む。） 0 即時撤廃

853321000 固定式抵抗器（容量が２０Ｗ以下のもの）（炭素抵抗器以外のもの） 0 即時撤廃

853329000 固定式抵抗器（容量が２０Ｗ超のもの）（炭素抵抗器以外のもの） 0 即時撤廃

853331000 巻線形可変抵抗器（ポテンショメーターを含む。）（容量が２０Ｗ以下のも
の）

0 即時撤廃

853339000 巻線形可変抵抗器（ポテンショメーターを含む。）（容量が２０Ｗ超のもの） 0 即時撤廃

853340000 可変抵抗器（ポテンショメーターを含む。）（巻線形以外のもの） 0 即時撤廃

853390000 部分品（電気抵抗器のもの） 0 即時撤廃

853400000 印刷回路 0 即時撤廃

853510000 ヒューズ（使用電圧が１，０００Ｖ超のもの） 0 即時撤廃

853521000 自動遮断器（使用電圧が１ｋＶを超え７２．５ｋＶ未満のもの） 0 即時撤廃

853529000 自動遮断器（使用電圧が７２．５ｋＶ超のもの） 0 即時撤廃

853530000 断路機及び開閉スイッチ（使用電圧が１，０００Ｖ超のもの） 0 即時撤廃

853540000 避雷器、電圧リミッター及びサージ抑制器（使用電圧が１，０００Ｖ超のも
の）

0 即時撤廃

853590000 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器（使用電圧が１，０００Ｖ超
のもの）（第８５３５．１０号から第８５３５．４０号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃

853610000 ヒューズ（使用電圧が１，０００Ｖ未満のもの） 0 即時撤廃

853620000 自動遮断器（使用電圧が１，０００Ｖ未満のもの） 0 即時撤廃

853630000 電気回路保護用の機器（使用電圧が１，０００Ｖ未満のもの）（ヒューズ及び
自動遮断器以外のもの）

0 即時撤廃

853641000 継電器（使用電圧が６０Ｖ以下のもの） 0 即時撤廃

853649000 継電器（使用電圧が６０Ｖを超え１，０００Ｖ未満のもの） 0 即時撤廃

853650011 電磁開閉器（使用電圧が１，０００Ｖ未満のもの） 0 即時撤廃

853650019 マイクロスイッチ（使用電圧が１，０００Ｖ未満のもの） 0 即時撤廃

853650090 その他のスイッチ（使用電圧が１，０００Ｖ未満のもの） 0 即時撤廃

853661000 ランプホルダー（使用電圧が１，０００Ｖ未満のもの） 0 即時撤廃

853669000 プラグ及びソケット（使用電圧が１，０００Ｖ未満のもの） 0 即時撤廃

853670000 光ファイバー（束にしたものを含む。）用又は光ファイバーケーブル用の接
続子

0 即時撤廃

853690000 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器（使用電圧が１，０００Ｖ以
下のもの）（第８５３６．１０号から第８５３６．６９号までのもの以外のもの）

0 即時撤廃
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853710000 電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他
の物品（第９０類の機器を自蔵するものを含み、第８５．３５項又は第８５．
３６項の機器を二以上装備するものに限る。）及び数値制御用の機器（第８
５．１７項の交換機を除く。）（使用電圧が１，０００Ｖ以下のもの）

0 即時撤廃

853720000 電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他
の物品（第９０類の機器を自蔵するものを含み、第８５．３５項又は第８５．
３６項の機器を二以上装備するものに限る。）及び数値制御用の機器（第８
５．１７項の交換機を除く。）（使用電圧が１，０００Ｖ超のもの）

0 即時撤廃

853810000 第８５．３７項の物品用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他
の物品（機器を装備してないもの）

0 即時撤廃

853890000 第８５．３５項から第８５．３７項までの機器に専ら又は主として使用する部
分品（第８５．３７項の物品用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットそ
の他の物品（機器を装備してないもの）以外のもの）

0 即時撤廃

853910000 シールドビームランプ 0 即時撤廃

853921000 タングステンハロゲン電球 0 即時撤廃

853922000 フィラメント電球（紫外線ランプ及び赤外線ランプを除く。）（出力が２００Ｗ
以下のもので、使用電圧が１００Ｖを超えるもの）（シールドビームランプ及
びタングステンハロゲン電球以外のもの）

0 即時撤廃

853929010 白熱電球（A形又はPS形のものに限る。） 0 即時撤廃

853929090 その他のフィラメント電球（紫外線ランプ及び赤外線ランプを除く。） 0 即時撤廃

853931000 熱陰極蛍光放電管 0 即時撤廃

853932000 水銀ランプ、ナトリウムランプ及びメタルハライドランプ 0 即時撤廃

853939000 放電管（紫外線ランプを除く。）（熱陰極蛍光放電管以外のもの） 0 即時撤廃

853941000 アーク灯 0 即時撤廃

853949000 赤外線ランプ及び紫外線ランプ 0 即時撤廃

853950010 発光ダイオード（LED）ランプ（A形のもの） 0 即時撤廃

853950090 発光ダイオード（LED）ランプ（A形のもの以外） 0 即時撤廃

853990000 部分品（フィラメント電球、放電管、アーク灯又は発光ダイオード（LED）ラン
プのもの）

0 即時撤廃

854011000 テレビジョン受像用陰極線管（ビデオモニター用陰極線管を含む。）（カラー
のもの）

0 即時撤廃

854012000 テレビジョン受像用陰極線管（ビデオモニター用陰極線管を含む。）（白黒
その他のモノクロームのもの）

0 即時撤廃

854020000 テレビジョン用撮像管、イメージ変換管、イメージ増倍管その他の光電管 0 即時撤廃

854040000 データ・グラフィックディスプレイ管（カラー又はモノクロームのもので、蛍光
体のドットスクリーンピッチが０．４ｍｍ未満のもの）

0 即時撤廃

854060000 陰極線管（第８５４０．１１号から第８５４０．５０号までのもの以外のもの） 0 即時撤廃
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854071000 磁電管 0 即時撤廃

854079000 マイクロ波管（磁電管及び格子制御式のものを除く） 0 即時撤廃

854081000 受信管及び増幅管 0 即時撤廃

854089000 熱電子管及び冷陰極管（第８５４０．１１号から第８５４０．８１号までのもの
以外のもの）

0 即時撤廃

854091000 部分品（陰極線管のもの） 0 即時撤廃

854099000 部分品（熱電子管、冷陰極管又は光電管のもの）（陰極線管のもの以外の
もの）

0 即時撤廃

854110010 ダイオード（光電性ダイオード及び発光ダイオード（LED）を除く。）（平均順
電流が１００ｍＡ未満のもの）

0 即時撤廃

854110090 ダイオード（光電性ダイオード及び発光ダイオード（LED）を除く。）（平均順
電流が１００ｍＡ以上のもの）

0 即時撤廃

854121010 シリコントランジスター（定格消費電力が１Ｗ未満のもの） 0 即時撤廃

854121090 トランジスター（定格消費電力が１Ｗ未満のもの）（シリコントランジスター
及び光電性トランジスター以外のもの）

0 即時撤廃

854129010 シリコントランジスター（定格消費電力が１Ｗ以上のもの） 0 即時撤廃

854129090 トランジスター（定格消費電力が１Ｗ以上のもの）（シリコントランジスター
及び光電性トランジスター以外のもの）

0 即時撤廃

854130000 サイリスター、ダイアック及びトライアック（光電性デバイスを除く。） 0 即時撤廃

854140010 発光ダイオード（LED） 0 即時撤廃

854140020 光電池 0 即時撤廃

854140090 光電性半導体デバイス（光電池以外のもの） 0 即時撤廃

854150000 半導体デバイス（第８５４１．１０号から第８５４１．４０号までのもの以外のも
の）

0 即時撤廃

854160010 圧電結晶素子（水晶のもの） 0 即時撤廃

854160090 圧電結晶素子（水晶のものを除く。） 0 即時撤廃

854190000 部分品（ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイ
ス、光電性半導体デバイス（光電池（モジュール又はパネルにしてあるか
ないかを問わない。）を含む。）、発光ダイオード（LED）及び圧電結晶素子
のもの）

0 即時撤廃

854231010 プロセッサー及びコントローラー（記憶素子、コンバーター、論理回路、増
幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいない
かを問わない。）（実装してないもの）

0 即時撤廃

854231020 プロセッサー及びコントローラー（記憶素子、コンバーター、論理回路、増
幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいない
かを問わない。）（実装してあるもの）（ハイブリッド集積回路）

0 即時撤廃

854231031 プロセッサー及びコントローラー（記憶素子、コンバーター、論理回路、増
幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいない
かを問わない。）（実装してあるもの）（ＭＰＵ（マイクロプロセッサー））

0 即時撤廃
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854231032 プロセッサー及びコントローラー（記憶素子、コンバーター、論理回路、増
幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいない
かを問わない。）（実装してあるもの）（ＭＣＵ（マイクロコントローラー））

0 即時撤廃

854231033 プロセッサー及びコントローラー（記憶素子、コンバーター、論理回路、増
幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいない
かを問わない。）（実装してあるもの）（ＤＳＰ（デジタルシグナルプロセッ
サー））

0 即時撤廃

854231039 プロセッサー及びコントローラー（記憶素子、コンバーター、論理回路、増
幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいない
かを問わない。）（実装してあるもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

854232011 記憶素子（実装してないもの）（ＤＲＡＭ(ダイナミックランダムアクセスメモ
リー)（デジタル式のモノリシック集積回路のうち、モス型のもの））

0 即時撤廃

854232019 記憶素子（実装してないもの）（ＤＲＡＭ(ダイナミックランダムアクセスメモ
リー)（デジタル式のモノリシック集積回路のうち、モス型のもの）以外のも
の）

0 即時撤廃

854232021 記憶素子（実装してあるもの）（ＤＲＡＭ(ダイナミックランダムアクセスメモ
リー)（デジタル式のモノリシック集積回路のうち、モス型のもの））

0 即時撤廃

854232029 記憶素子（実装してあるもの）（ＲＡＭ(ランダムアクセスメモリー)）（ＤＲＡＭ
(ダイナミックランダムアクセスメモリー)（デジタル式のモノリシック集積回路
のうち、モス型のもの以外のもの）

0 即時撤廃

854232031 フラッシュメモリー 0 即時撤廃

854232039 ＲＯＭ(リードオンリーメモリー)（フラッシュメモリー以外のもの） 0 即時撤廃

854232090 記憶素子（実装してあるもの）（ＲＡＭ及びＲＯＭ以外のもの） 0 即時撤廃

854233010 増幅器（実装してないもの） 0 即時撤廃

854233091 増幅器（実装してあるもの）（ハイブリッド集積回路） 0 即時撤廃

854233099 増幅器（実装してあるもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

854239010 その他の集積回路（実装してないもの） 0 即時撤廃

854239091 その他の集積回路（実装してあるもの）（ハイブリッド集積回路） 0 即時撤廃

854239099 その他の集積回路（実装してあるもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

854290000 部分品（集積回路又は超小型組立のもの） 0 即時撤廃

854310000 粒子加速器 0 即時撤廃

854320010 信号発生器（周波数が１００ＭＨｚ未満のもの） 0 即時撤廃

854320090 信号発生器（周波数が１００ＭＨｚ以上のもの） 0 即時撤廃

854330000 電気めっき用、電気分解用又は電気泳動用の機器 0 即時撤廃

854370000 電気機器（固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該
当するものを除く。）（第８５４３．１０号から第８５４３．３０号までのもの以外
のもの）

0 即時撤廃

854390000 部分品（電気機器（固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他
の項に該当するものを除く。）のもの）

0 即時撤廃



318

HS9
(2017.4.1)

品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

854411000 巻線（銅のもの） 4.8% 即時撤廃

854419000 巻線（銅以外のもの） 4.8% 即時撤廃

854420000 同軸ケーブルその他の同軸の電気導体 0 即時撤廃

854430010 点火用配線セットその他の配線セット（自動車用のもの） 0 即時撤廃

854430090 点火用配線セットその他の配線セット（車両、航空機又は船舶に使用する
種類のもの）（自動車用以外のもの）

0 即時撤廃

854442010 電気導体（使用電圧が1,000Ｖ以下のもの）（第８５４４．１１号から第８５４
４．３０号までのもの以外のもの）（接続子を取り付けてあるもの）（通信用
のもの）

0 即時撤廃

854442091 電気導体（使用電圧が1,000Ｖ以下のもの）（第８５４４．１１号から第８５４
４．３０号までのもの以外のもの）（接続子を取り付けてあるもの）（通信用
のもの以外のもの）（使用電圧が80ボルト以下のもの）

0 即時撤廃

854442099 電気導体（使用電圧が1,000Ｖ以下のもの）（第８５４４．１１号から第８５４
４．３０号までのもの以外のもの）（接続子を取り付けてあるもの）（通信用
のもの以外のもの）（使用電圧が80ボルト超のもの）

0 即時撤廃

854449010 電気導体（通信用のもの(使用電圧が80ボルト以下のもの)）（第８５４４．１
１号から第８５４４．３０号までのもの以外のもの）（接続子を取り付けてない
もの）

0 即時撤廃

854449091 電気導体（通信用のもの(使用電圧が80ボルト以下のもの)以外のもの）
（第８５４４．１１号から第８５４４．３０号までのもの以外のもの）（接続子を
取り付けてないもの）

0 即時撤廃

854449099 電気導体（使用電圧が８０Ｖ超のもの）（第８５４４．１１号から第８５４４．３０
号までのもの以外のもの）（接続子を取り付けてないもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

854460010 電気導体（使用電圧が１，０００Ｖを超えるもの）（第８５４４．１１号から第８
５４４．３０号までのもの以外のもの）（自動車用のもの）

0 即時撤廃

854460090 電気導体（使用電圧が１，０００ボルトを超えるもの）（第８５４４．１１号から
第８５４４．３０号までのもの以外のもの）（自動車用以外のもの）

0 即時撤廃

854470010 光ファイバーケーブル（ガラス製のもの） 0 即時撤廃

854470090 光ファイバーケーブル（ガラス製以外のもの） 0 即時撤廃

854511010 炭素電極（炉に使用する種類のもの）（丸形のもの） 3.3% 即時撤廃

854511090 炭素電極（炉に使用する種類のもの）（丸形のもの以外のもの） 3.3% 即時撤廃

854519000 炭素電極（炉に使用する種類のもの以外のもの） 3.3% 即時撤廃

854520000 炭素ブラシ 3.3% 即時撤廃

854590010 カーボン電熱抵抗体 0 即時撤廃

854590090 黒鉛その他の炭素製品（電気的用途に供する種類のもの）（第８５４５．１１
号－０１０から第８５４５．９０－０１０までのもの以外のもの）

3.3% 即時撤廃

854610000 がい子（ガラス製のもの） 0 即時撤廃

854620000 がい子（陶磁製のもの） 0 即時撤廃
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854690000 がい子（ガラス製及び陶磁製のもの以外のもの） 0 即時撤廃

854710000 陶磁製の電気絶縁用物品 0 即時撤廃

854720000 プラスチック製の電気絶縁用物品 0 即時撤廃

854790000 電気機器の電気絶縁用物品（成形中に金属製のさ細な部分（例えば、ねじ
を切ったソケット）を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製
のものに限るものとし、第８５．４６項のがい子を除く。）並びに電線用導管
及びその継手（卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたもの）（第８５４７．
１０号又は第８５４７．２０号のもの以外のもの）

0 即時撤廃

854810000 一次電池又は蓄電池のくず並びに使用済みの一次電池及び蓄電池 0 即時撤廃

854890000 機器の電気式部分品（この類の他の項に該当するものを除く。） 0 即時撤廃

860110000 鉄道用機関車（外部電源により走行するもの） 0 即時撤廃

860120000 鉄道用機関車（蓄電池により走行するもの） 0 即時撤廃

860210000 電気式ディーゼル機関車 0 即時撤廃

860290000 鉄道用機関車（その他のもの）及び炭水車 0 即時撤廃

860310000 鉄道用又は軌道用の客車及び貨車（自走式のもの）（外部電源により走行
するもの）

0 即時撤廃

860390000 鉄道用又は軌道用の客車及び貨車（自走式のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

860400000 鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両 0 即時撤廃

860500000 鉄道用又は軌道用の客車及び手荷物車、郵便車その他の特殊用途車
（自走式のものを除く。）

0 即時撤廃

860610000 タンク車その他これに類する車両（自走式のものを除く。） 0 即時撤廃

860630000 荷卸機構付きの貨車（自走式のものを除く。） 0 即時撤廃

860691000 有がい車（自走式のものを除く。）（その他のもの） 0 即時撤廃

860692000 無がい車（高さが６０ｃｍを超える側壁を有するもの）（自走式のものを除
く。）（その他のもの）

0 即時撤廃

860699000 鉄道用又は軌道用の貨車（自走式のものを除く。）（その他のもの） 0 即時撤廃

860711000 駆動ボギー台車及び駆動ビッセル台車 0 即時撤廃

860712000 ボギー台車及びビッセル台車（その他のもの） 0 即時撤廃

860719000 車軸及び車輪並びにボギー台車、ビッセル台車、車軸又は車輪の部分品 0 即時撤廃

860721000 エアブレーキ及びその部分品 0 即時撤廃

860729000 ブレーキ及びその部分品（エアブレーキ及びその部分品を除く。） 0 即時撤廃

860730000 フックその他の連結器及び緩衝器並びにこれらの部分品 0 即時撤廃

860791000 機関車の部分品（その他のもの） 0 即時撤廃
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860799000 車両の部分品（その他のもの） 0 即時撤廃

860800000 信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器（電気機械式のものを含む
ものとし、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備
用又は空港用のもの）及び鉄道又は軌道の線路用装備品並びにこれらの
部分品

0 即時撤廃

860900000 コンテナ（一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、
装備したもの）

0 即時撤廃

870110000 一軸トラクター 0 即時撤廃

870120000 セミトレーラー用の道路走行用トラクター 0 即時撤廃

870130000 無限軌道式トラクター 0 即時撤廃

870191010 その他のトラクター（エンジン出力が１８キロワット以下のもの）（農業用の
もの）

0 即時撤廃

870191090 その他のトラクター（エンジン出力が１８キロワット以下のもの）（農業用の
もの以外）

0 即時撤廃

870192010 その他のトラクター（エンジン出力が１８キロワットを超え３７キロワット以下
のもの）（農業用のもの）

0 即時撤廃

870192090 その他のトラクター（エンジン出力が１８キロワットを超え３７キロワット以下
のもの）（農業用のもの以外）

0 即時撤廃

870193011 その他のトラクター（エンジン出力が３７キロワットを超え５２キロワット以下
のもの）（農業用のもの）

0 即時撤廃

870193012 その他のトラクター（エンジン出力が５２キロワットを超え７５キロワット以下
のもの）（農業用のもの）

0 即時撤廃

870193090 その他のトラクター（エンジン出力が３７キロワットを超え７５キロワット以下
のもの）（農業用のもの以外）

0 即時撤廃

870194010 その他のトラクター（エンジン出力が７５キロワットを超え１３０キロワット以
下のもの）（農業用のもの）

0 即時撤廃

870194090 その他のトラクター（エンジン出力が７５キロワットを超え１３０キロワット以
下のもの）（農業用のもの以外）

0 即時撤廃

870195010 その他のトラクター（エンジン出力が１３０キロワットを超えるもの）（農業用
のもの）

0 即時撤廃

870195090 その他のトラクター（エンジン出力が１３０キロワットを超えるもの）（農業用
のもの以外）

0 即時撤廃

870210000 １０人以上の人員（運転手を含む。）の輸送用の自動車（ピストン式圧縮点
火内燃機関のみを搭載したもの）

0 即時撤廃

870220000 １０人以上の人員（運転手を含む。）の輸送用の自動車（駆動原動機として
ピストン式圧縮点火内燃機関及び電動機を搭載したもの）

0 即時撤廃

870230000 １０人以上の人員（運転手を含む。）の輸送用の自動車（駆動原動機として
ピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したもの）

0 即時撤廃

870240000 １０人以上の人員（運転手を含む。）の輸送用の自動車（駆動原動機として
電動機のみを搭載したもの）

0 即時撤廃
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870290000 １０人以上の人員（運転手を含む。）の輸送用のその他の自動車 0 即時撤廃

870310000 雪上走行用に特に設計した車両及びゴルフカーその他これに類する車両 0 即時撤廃

870321000 乗用自動車（ピストン式火花点火内燃機関のみを搭載したもの）（シリン
ダー容積が１，０００ｃｍ３以下のもの）

0 即時撤廃

870322000 乗用自動車（ピストン式火花点火内燃機関のみを搭載したもの）（シリン
ダー容積が１，０００ｃｍ３を超え１，５００ｃｍ３以下のもの）

0 即時撤廃

870323000 乗用自動車（ピストン式火花点火内燃機関のみを搭載したもの）（シリン
ダー容積が１，５００ｃｍ３を超え３，０００ｃｍ３以下のもの）

0 即時撤廃

870324000 乗用自動車（ピストン式火花点火内燃機関のみを搭載したもの）（シリン
ダー容積が３，０００ｃｍ３を超えるもの）

0 即時撤廃

870331000 乗用自動車（ピストン式圧縮点火内燃機関のみを搭載したもの）（シリン
ダー容積が１，５００ｃｍ３以下のもの）

0 即時撤廃

870332000 乗用自動車（ピストン式圧縮点火内燃機関のみを搭載したもの）（シリン
ダー容積が１，５００ｃｍ３を超え２，５００ｃｍ３以下のもの）

0 即時撤廃

870333000 乗用自動車（ピストン式圧縮点火内燃機関のみを搭載したもの）（シリン
ダー容積が２，５００ｃｍ３を超えるもの）

0 即時撤廃

870340000 乗用自動車（駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機
を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電するこ
とができるものを除く。）

0 即時撤廃

870350000 乗用自動車（駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関及び電動機
を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電するこ
とができるものを除く。）

0 即時撤廃

870360000 乗用自動車（駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機
を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるも
のに限る。）

0 即時撤廃

870370000 乗用自動車（駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関及び電動機
を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるも
のに限る。）

0 即時撤廃

870380000 乗用自動車（駆動原動機として電動機のみを搭載したものに限る。） 0 即時撤廃

870390000 その他の乗用自動車（エンジンを搭載しない未完成の乗用自動車を含
む。）

0 即時撤廃

870410000 ダンプカー（不整地走行用に設計したもの） 0 即時撤廃

870421000 貨物自動車（ピストン式圧縮点火内燃機関を搭載したもの）（車両総重量
が５トン以下のもの）

0 即時撤廃

870422000 貨物自動車（ピストン式圧縮点火内燃機関を搭載したもの）（車両総重量
が５トンを超え２０トン以下のもの）

0 即時撤廃

870423000 貨物自動車（ピストン式圧縮点火内燃機関を搭載したもの）（車両総重量
が２０トンを超えるもの）

0 即時撤廃

870431000 貨物自動車（ピストン式火花点火内燃機関を搭載したもの）（車両総重量
が５トン以下のもの）

0 即時撤廃



322

HS9
(2017.4.1)

品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

870432000 貨物自動車（ピストン式火花点火内燃機関を搭載したもの）（車両総重量
が５トンを超えるもの）

0 即時撤廃

870490000 貨物自動車（ピストン式火花点火内燃機関又はピストン式圧縮点火内燃
機関を搭載したものを除き、エンジンを搭載しない未完成の貨物自動車を
含む。）

0 即時撤廃

870510000 クレーン車 0 即時撤廃

870520000 せん孔デリック車 0 即時撤廃

870530000 消防車 0 即時撤廃

870540000 コンクリートミキサー車 0 即時撤廃

870590000 特殊用途自動車（その他のもの） 0 即時撤廃

870600000 原動機付きシャシ（第８７．０１項から第８７．０５項までの自動車用のもの
に限る。）

0 即時撤廃

870710000 車体（第８７．０３項の車両用のもの） 0 即時撤廃

870790000 車体（第８７．０１項、第８７．０２項、第８７．０４項又は第８７．０５項の車両
用のもの）

0 即時撤廃

870810000 バンパー及びその部分品 0 即時撤廃

870821000 シートベルト 0 即時撤廃

870829000 車体の部分品及び附属品（その他のもの） 0 即時撤廃

870830010 ブレーキライニング（取り付けたもの） 0 即時撤廃

870830090 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品（取り付けたブレーキ
ライニングを除く。）

0 即時撤廃

870840000 ギヤボックス及びその部分品 0 即時撤廃

870850010 非駆動軸及びその部分品 0 即時撤廃

870850090 駆動軸（差動装置を有するもの）及びその部分品 0 即時撤廃

870870010 車輪並びにその部分品及び附属品（トラクター用のもの） 0 即時撤廃

870870090 車輪並びにその部分品及び附属品（トラクター用のものを除く。） 0 即時撤廃

870880000 懸架装置及びその部分品（ショックアブソーバーを含む。） 0 即時撤廃

870891000 ラジエーター及びその部分品 0 即時撤廃

870892000 消音装置（マフラー）及び排気管並びにこれらの部分品 0 即時撤廃

870893000 クラッチ及びその部分品 0 即時撤廃

870894000 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部
分品

0 即時撤廃

870895000 安全エアバッグ（インフレーターシステムを有するものに限る。）及びその
部分品

0 即時撤廃

870899010 部分品及び附属品（トラクター用のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃
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870899090 部分品及び附属品（第８７．０２項から第８７．０５項までの自動車用のも
の）（その他のもの）

0 即時撤廃

870911000 自走式作業トラック及び鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類
のトラクター（電気式のもの）

0 即時撤廃

870919000 自走式作業トラック及び鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類
のトラクター（電気式のものを除く。）

0 即時撤廃

870990000 自走式作業トラック又は鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類
のトラクターの部分品

0 即時撤廃

871000000 戦車その他の装甲車両（自走式のもの）及びその部分品 8.4% 即時撤廃

871110000 モーターサイクル、補助原動機付きの自転車及びサイドカー（シリンダー容
積が５０ｃｍ３以下のピストン式内燃機関（往復動機関のもの）付きのもの）

0 即時撤廃

871120010 モーターサイクル、補助原動機付きの自転車及びサイドカー（シリンダー容
積が５０ｃｍ３を超え１２５ｃｍ３以下のピストン式内燃機関（往復動機関の
もの）付きのもの）

0 即時撤廃

871120090 モーターサイクル、補助原動機付きの自転車及びサイドカー（シリンダー容
積が１２５ｃｍ３を超え２５０ｃｍ３以下のピストン式内燃機関（往復動機関
のもの）付きのもの）

0 即時撤廃

871130000 モーターサイクル、補助原動機付きの自転車及びサイドカー（シリンダー容
積が２５０ｃｍ３を超え５００ｃｍ３以下のピストン式内燃機関（往復動機関
のもの）付きのもの）

0 即時撤廃

871140000 モーターサイクル、補助原動機付きの自転車及びサイドカー（シリンダー容
積が５００ｃｍ３を超え８００ｃｍ３以下のピストン式内燃機関（往復動機関
のもの）付きのもの）

0 即時撤廃

871150000 モーターサイクル、補助原動機付きの自転車及びサイドカー（シリンダー容
積が８００ｃｍ３を超えるピストン式内燃機関（往復動機関のもの）付きのも
の）

0 即時撤廃

871160000 モーターサイクル、補助原動機付きの自転車及びサイドカー（駆動原動機
として電動機を有するもの）

0 即時撤廃

871190000 モーターサイクル、補助原動機付きの自転車及びサイドカー（ピストン式内
燃機関（往復動機関のもの）付きのもの及び電動機を有するものを除く。）

0 即時撤廃

871200100 自転車（運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。）（カ
ンチブレーキを有するもの）

0 即時撤廃

871200211 自転車（運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。）
（車輪の径の呼びが２４（６０．９６ｃｍ）以下のもの）（ブレーキレバーの開き
が８５ｍｍを超えるもの）（カンチブレーキを有するものを除く。）

0 即時撤廃

871200218 自転車（運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。）
（車輪の径の呼びが１２（３０．４８ｃｍ）以上１６（４０．６４ｃｍ）以下のもの）
（ブレーキレバーの開きが８５ｍｍ以下のもの）（カンチブレーキを有するも
のを除く。）

0 即時撤廃

871200219 自転車（運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。）
（ブレーキレバーの開きが８５ｍｍ以下のもの）（その他のもの）（カンチブ
レーキを有するものを除く。）

0 即時撤廃
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871200291 自転車（運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。）
（車輪の径の呼びが２４（６０．９６ｃｍ）を超えるもの）（カンチブレーキを有
するものを除く。）（ディレーラ（内装変速装置を除く。）を有しないもの）

0 即時撤廃

871200299 自転車（運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。）
（車輪の径の呼びが２４（６０．９６ｃｍ）を超えるもの）（カンチブレーキを有
するものを除く。）（その他のもの）

0 即時撤廃

871310000 身体障害者用又は病人用の車両（機械式駆動機構を有しないもの） 0 即時撤廃

871390000 身体障害者用又は病人用の車両（機械式駆動機構を有するもの） 0 即時撤廃

871410000 モーターサイクル（モペットを含む。）の部分品及び附属品 0 即時撤廃

871420000 身体障害者用又は病人用の車両の部分品及び附属品 0 即時撤廃

871491000 フレーム体及び前ホーク並びにこれらの部分品 0 即時撤廃

871492000 リム及びスポーク 0 即時撤廃

871493000 ハブ（コースターブレーキハブ及びハブブレーキを除く。）及びフリーホイー
ル（サイドカー又は自転車のもの）

0 即時撤廃

871494000 ブレーキ（コースターブレーキハブ及びハブブレーキを含む。）及びその部
分品（サイドカー又は自転車のもの）

0 即時撤廃

871495000 サドル（サイドカー又は自転車のもの） 0 即時撤廃

871496000 ペダル及びギヤクランク並びにこれらの部分品（サイドカー又は自転車の
もの）

0 即時撤廃

871499000 サイドカー又は自転車の部分品及び附属品（その他のもの） 0 即時撤廃

871500000 乳母車及びその部分品 0 即時撤廃

871610000 トレーラー及びセミトレーラー（住居用又はキャンプ用のキャラバン型のも
の）

0 即時撤廃

871620000 農業用のトレーラー及びセミトレーラー（積込機構付き又は荷卸機構付き
のもの）

0 即時撤廃

871631000 タンクトレーラー及びタンクセミトレーラー 0 即時撤廃

871639000 貨物輸送用のその他のトレーラー及びセミトレーラー（タンクトレーラー及
びタンクセミトレーラーを除く。）

0 即時撤廃

871640000 トレーラー及びセミトレーラー（その他のもの） 0 即時撤廃

871680000 その他の車両 0 即時撤廃

871690000 トレーラー及びセミトレーラー並びにその他の車両の部分品 0 即時撤廃

880100000 気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を
有しない航空機

0 即時撤廃

880211000 ヘリコプター（自重が２，０００ｋｇ以下のもの） 0 即時撤廃

880212000 ヘリコプター（自重が２，０００ｋｇを超えるもの） 0 即時撤廃

880220000 飛行機その他の航空機（自重が２，０００ｋｇ以下のもの） 0 即時撤廃
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880230000 飛行機その他の航空機（自重が２，０００ｋｇを超え１５，０００ｋｇ以下のも
の）

0 即時撤廃

880240000 飛行機その他の航空機（自重が１５，０００ｋｇを超えるもの） 0 即時撤廃

880260000 宇宙飛行体（人工衛星を含む。）及び打上げ用ロケット 0 即時撤廃

880310010 飛行機用プロペラ 0 即時撤廃

880310020 ヘリコプター用の回転翼及び回転翼のブレード 0 即時撤廃

880310090 プロペラ及び回転翼並びにこれらの部分品（第８８．０１項又は第８８．０２
項の物品のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

880320000 着陸装置及びその部分品（第８８．０１項又は第８８．０２項の物品のもの） 0 即時撤廃

880330000 飛行機又はヘリコプターの部分品（その他のもの） 0 即時撤廃

880390000 部分品（第８８．０１項又は第８８．０２項の物品のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

880400000 落下傘（可導式落下傘及びパラグライダーを含む。）及びロートシュート並
びにこれらの部分品及び附属品

0 即時撤廃

880510000 航空機射出装置及び着艦拘束制動装置その他これに類する装置並びに
これらの部分品

0 即時撤廃

880521000 空中戦用シミュレーター及びその部分品（航空用地上訓練装置及びその
部分品）

0 即時撤廃

880529000 航空用地上訓練装置及びその部分品（その他のもの） 0 即時撤廃

890110000 客船、遊覧船その他これらに類する船舶（主として人員の輸送用に設計し
たもの）及びフェリーボート

0 即時撤廃

890120000 タンカー 0 即時撤廃

890130000 冷蔵船及び冷凍船（第８９０１．２０号のものを除く。） 0 即時撤廃

890190000 貨物船及び貨客船（その他のもの） 0 即時撤廃

890200000 漁船及び工船その他漁獲物の加工用又は保存用の船舶 0 即時撤廃

890310000 ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー（膨脹式
のもの）

0 即時撤廃

890391000 セールボート（膨脹式のものを除く。） 0 即時撤廃

890392000 モーターボート（船外機付きのものを除く。）（膨脹式のものを除く。） 0 即時撤廃

890399000 ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー（膨脹式
のものを除く。）（その他のもの）

0 即時撤廃

890400000 曳航用又は押航用の船舶 0 即時撤廃

890510000 しゅんせつ船 0 即時撤廃

890520000 浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム 0 即時撤廃

890590000 照明船、消防船、クレーン船その他の船舶（航行以外の機能を主とするも
の）及び浮きドック

0 即時撤廃
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890610000 軍艦 0 即時撤廃

890690010 その他の船舶（総トン数が１００トン未満のもの） 0 即時撤廃

890690090 その他の船舶（総トン数が１００トン以上のもの） 0 即時撤廃

890710000 膨脹式いかだ 0 即時撤廃

890790000 浮き構造物（その他のもの） 0 即時撤廃

890800000 解体用の船舶その他の浮き構造物 0 即時撤廃

900110010 光ファイバー（束にしたものを含む。）及び光ファイバーケーブル（ガラス製
のもの）

0 即時撤廃

900110090 光ファイバー（束にしたものを含む。）及び光ファイバーケーブル（ガラス製
のものを除く。）

0 即時撤廃

900120000 偏光材料製のシート及び板 0 即時撤廃

900130000 コンタクトレンズ（取り付けたもの及び光学的に研磨してないガラス製のも
のを除く。）

0 即時撤廃

900140000 ガラス製の眼鏡用レンズ（取り付けたもの及び光学的に研磨してないガラ
ス製のものを除く。）

0 即時撤廃

900150000 その他の材料製の眼鏡用レンズ（取り付けたもの及び光学的に研磨して
ないガラス製のものを除く。）

0 即時撤廃

900190000 その他のレンズ、プリズム、鏡その他の光学用品（取り付けたもの及び光
学的に研磨してないガラス製のものを除く。）

0 即時撤廃

900211010 写真機用の対物レンズ（取り付けたもので機器に装着して又は機器の部
分品として使用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを
除く。）

0 即時撤廃

900211090 映写機用、投影機用、写真引伸機用又は写真縮小機用のもののレンズ
（取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使用するもの
に限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除く。）

0 即時撤廃

900219000 その他の対物レンズ（取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分
品として使用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除
く。）

0 即時撤廃

900220000 フィルター（取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使
用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除く。）

0 即時撤廃

900290000 レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品 0 即時撤廃

900311000 眼鏡のフレーム（プラスチック製のもの） 4.7% 即時撤廃

900319010 眼鏡のフレーム（金属製のもの） 4.7% 即時撤廃

900319020 眼鏡のフレーム（その他の材料製のもの） 3.3% 即時撤廃

900390000 眼鏡の部分品 4.7% 即時撤廃

900410000 サングラス 5.3% 即時撤廃

900490000 その他の視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡 5.3% 即時撤廃
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900510000 双眼鏡 0 即時撤廃

900580000 隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具並びに天体観測用機器（電
波観測用のものを除く。）

0 即時撤廃

900590000 部分品及び附属品（双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具
並びに天体観測用機器（電波観測用のものを除く。）のもの）

0 即時撤廃

900630000 水中用、航空測量用又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機及
び法廷用又は鑑識用の比較カメラ

0 即時撤廃

900640000 インスタントプリントカメラ 0 即時撤廃

900651000 その他の写真機（一眼レフレックスのもの）（幅が３５ｍｍ以下のロールフィ
ルムを使用するもの）

0 即時撤廃

900652000 その他の写真機（幅が３５ｍｍ未満のロールフィルムを使用するもの） 0 即時撤廃

900653100 その他の写真機（幅が３５ｍｍのロールフィルムを使用するもの）（フィルム
を交換する機能を有しないもの）

0 即時撤廃

900653900 その他の写真機（幅が３５ｍｍのロールフィルムを使用するもの）（その他
のもの）

0 即時撤廃

900659000 その他の写真機（その他のもの） 0 即時撤廃

900661000 せん光器具（放電管を使用したもの（電子式のもの）） 0 即時撤廃

900669000 その他の写真用のせん光器具及びせん光電球 0 即時撤廃

900691000 写真機用の部分品及び附属品 0 即時撤廃

900699000 写真用のせん光器具及びせん光電球の部分品及び附属品 0 即時撤廃

900710000 映画撮影機 0 即時撤廃

900720000 映写機 0 即時撤廃

900791000 撮影機用の部分品及び附属品 0 即時撤廃

900792000 映写機用の部分品及び附属品 0 即時撤廃

900850000 投影機、引伸機及び縮小機（映画用のものを除く。） 0 即時撤廃

900890010 投影機用の部分品及び附属品 0 即時撤廃

900890090 写真引伸機及び写真縮小機（映画用のものを除く。）の部分品及び附属品 0 即時撤廃

901010000 写真用又は映画用の自動現像機（ロール状のフィルム及び紙を処理する
もの）及び現像したフィルムをロール状の写真用の紙に自動的に露光する
機器

0 即時撤廃

901050000 その他の写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用
する機器及びネガトスコープ

0 即時撤廃

901060000 映写用又は投影用のスクリーン 0 即時撤廃

901090000 部分品及び附属品（写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の
処理に使用する機器のもの）

0 即時撤廃
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901110000 双眼実体顕微鏡 0 即時撤廃

901120000 その他の顕微鏡（顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のも
の）

0 即時撤廃

901180000 その他の顕微鏡 0 即時撤廃

901190000 光学顕微鏡の部分品及び附属品 0 即時撤廃

901210000 顕微鏡（光学顕微鏡を除く。）及び回折機器 0 即時撤廃

901290000 顕微鏡（光学顕微鏡を除く。）及び回折機器の部分品及び附属品 0 即時撤廃

901310000 武器用望遠照準器、潜望鏡及びこの類又は第１６部の機器の部分品とし
て設計した望遠鏡

0 即時撤廃

901320010 レーザー（レーザーダイオードを除く。）（理化学用のもの） 0 即時撤廃

901320090 レーザー（レーザーダイオードを除く。）（理化学用のものを除く。） 0 即時撤廃

901380000 液晶デバイス（より特殊な限定をした項に該当するものを除く。）及びその
他の光学機器（この類の他の項に該当するものを除く。）

0 即時撤廃

901390000 部分品及び附属品（液晶デバイス（より特殊な限定をした項に該当するも
のを除く。）、レーザー（レーザーダイオードを除く。）及びその他の光学機
器のもの）

0 即時撤廃

901410000 羅針盤 0 即時撤廃

901420000 その他の空中又は宇宙の航行用の機器（羅針盤を除く。） 0 即時撤廃

901480000 その他の航行用機器（空中又は宇宙の航行用のものを除く。） 0 即時撤廃

901490000 羅針盤その他の航行用機器の部分品及び附属品 0 即時撤廃

901510000 測距儀 0 即時撤廃

901520000 経緯儀及び視距儀 0 即時撤廃

901530000 水準器 0 即時撤廃

901540000 写真測量用機器 0 即時撤廃

901580000 その他の土地測量（写真測量を含む。）用、水路測量用、海洋測量用、水
理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器（羅針盤を除く。）

0 即時撤廃

901590010 部分品及び附属品（土地測量（写真測量を含む。）用、水路測量用、海洋
測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器（羅針盤を除
く。）及び測距儀のもの（電気式のもの））

0 即時撤廃

901590090 部分品及び附属品（土地測量（写真測量を含む。）用、水路測量用、海洋
測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器（羅針盤を除
く。）及び測距儀のもの）（電気式のものを除く。）

0 即時撤廃

901600000 はかり（感量が５０ｍｇ以内のもの）並びにその部分品及び附属品 0 即時撤廃

901710000 写図台及び写図機械 0 即時撤廃

901720000 その他の製図機器、けがき用具及び計算用具 0 即時撤廃

901730010 マイクロメーター、パス及びゲージ（電気式のもの） 0 即時撤廃
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901730090 マイクロメーター、パス及びゲージ（電気式のものを除く。） 0 即時撤廃

901780000 その他の手持ち式の測長用具 0 即時撤廃

901790000 部分品及び附属品（製図機器、けがき用具及び計算用具並びに手持ち式
の測長用具のもの）

0 即時撤廃

901811000 心電計 0 即時撤廃

901812000 走査型超音波診断装置 0 即時撤廃

901813000 磁気共鳴画像診断装置 0 即時撤廃

901814000 シンチグラフ装置 0 即時撤廃

901819010 超音波診断装置 0 即時撤廃

901819090 その他の診断用電気機器 0 即時撤廃

901820000 紫外線又は赤外線を使用する機器 0 即時撤廃

901831000 注射器 0 即時撤廃

901832000 金属製の管針及び縫合用の針 0 即時撤廃

901839010 その他の針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品（歯科用の
もの）

0 即時撤廃

901839021 その他の針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品（外科用の
もの）

0 即時撤廃

901839029 その他の針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品（その他の
医療用又は獣医用のもの）

0 即時撤廃

901841000 歯科用エンジン 0 即時撤廃

901849010 歯科用のいす 0 即時撤廃

901849020 その他の歯科用の電気機器（単に電動機により作動するものを除く。）並
びにその部分品及び附属品

0 即時撤廃

901849090 その他の歯科用の機器 0 即時撤廃

901850010 眼科用の電気機器（単に電動機により作動するものを除く。）並びにその
部分品及び附属品

0 即時撤廃

901850090 その他の眼科用の機器 0 即時撤廃

901890010 外科用の機器（電気機器（単に電動機により作動するものを除く。）及び鉗
子、ナイフ、はさみその他の手道具並びにこれらの部分品及び附属品を除
く。）

0 即時撤廃

901890021 外科用の電気機器（単に電動機により作動するものを除く。）並びにその
部分品及び附属品

0 即時撤廃

901890022 その他の外科用の機器 0 即時撤廃

901890023 外科用以外の医療用の電気機器（単に電動機により作動するものを除
く。）並びにその部分品及び附属品

0 即時撤廃
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901890024 その他の外科用以外の医療用の機器 0 即時撤廃

901890029 獣医用の機器 0 即時撤廃

901910000 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器 0 即時撤廃

901920000 オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼
吸治療用機器

0 即時撤廃

902000000 その他の呼吸用機器及びガスマスク（機械式部分及び交換式フィルターの
いずれも有しない保護用マスクを除く。）

0 即時撤廃

902110000 整形外科用機器及び骨折治療具 0 即時撤廃

902121010 義歯（人工歯） 0 即時撤廃

902121090 義歯（人工歯以外のもの） 0 即時撤廃

902129000 歯用の取付用品 0 即時撤廃

902131000 人造関節（その他の人造の人体の部分） 0 即時撤廃

902139000 その他の人造の人体の部分（人造関節を除く） 0 即時撤廃

902140000 補聴器（部分品及び附属品を除く。） 0 即時撤廃

902150000 心筋刺激用ペースメーカー（部分品及び附属品を除く。） 0 即時撤廃

902190000 その他の器官の欠損又は不全を補う機器及び副木 0 即時撤廃

902212000 コンピュータ断層撮影装置（エックス線を使用するもの）（放射線写真用又
は放射線療法用のものを含む。）（医療用又は獣医用のもの）

0 即時撤廃

902213000 エックス線を使用する機器（放射線写真用又は放射線療法用のものを含
む。）（歯科用のもの）

0 即時撤廃

902214010 エックス線を使用する機器（放射線写真用又は放射線療法用のものを含
む。）（医療用のもの）

0 即時撤廃

902214090 エックス線を使用する機器（放射線写真用又は放射線療法用のものを含
む。）（獣医用のもの）

0 即時撤廃

902219000 エックス線を使用する機器（放射線写真用又は放射線療法用のものを含
む。）（その他の用途に供するもの）

0 即時撤廃

902221000 アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器（放射線写真用又は放
射線療法用のものを含む。）（医療用又は獣医用のもの）

0 即時撤廃

902229000 アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器（放射線写真用又は放
射線療法用のものを含む。）（その他の用途に供するもの）

0 即時撤廃

902230010 エックス線管（医療用のもの） 0 即時撤廃

902230090 エックス線管（医療用のものを除く。） 0 即時撤廃

902290010 部分品及び附属品（アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器の
もの）

0 即時撤廃
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902290021 高電圧発生機、制御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、いす
その他これらに類する物品及びエックス線管その他のエックス線の発生機
（医療用のもの）

0 即時撤廃

902290029 高電圧発生機、制御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、いす
その他これらに類する物品及びエックス線管その他のエックス線の発生機
（医療用のものを除く。）

0 即時撤廃

902300000 教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型 0 即時撤廃

902410000 材料試験機（金属を試験するもの） 0 即時撤廃

902480000 硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他の材料試験機 0 即時撤廃

902490000 部分品及び附属品（硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機
その他の材料試験機のもの）

0 即時撤廃

902511000 温度計及びパイロメーター（その他の機器と組み合わせたものを除く。）
（液体封入のもの（直読式のもの））

0 即時撤廃

902519010 温度計及びパイロメーター（その他の機器と組み合わせたものを除く。）
（電気式のもの）（液体封入のもの（直読式のもの）を除く。）

0 即時撤廃

902519090 温度計及びパイロメーター（その他の機器と組み合わせたものを除く。）
（電気式のもの及び液体封入のものを除く。）

0 即時撤廃

902580000 ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、パイロメーター、湿度計
及び乾湿球湿度計並びにこれらを組み合わせた物品

0 即時撤廃

902590000 部分品及び附属品（浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計
等のもの）

0 即時撤廃

902610000 液体の流量又は液位の測定用又は検査用の機器 0 即時撤廃

902620010 圧力の測定用又は検査用の機器（電気式のもの） 0 即時撤廃

902620090 圧力の測定用又は検査用の機器（その他のもの） 0 即時撤廃

902680000 その他の気体又は流体の変量の測定用又は検査用の機器 0 即時撤廃

902690000 気体又は流体の変量の測定用又は検査用の機器の部分品及び附属品 0 即時撤廃

902710000 ガス又は煙の分析機器 0 即時撤廃

902720000 クロマトグラフ及び電気泳動装置 0 即時撤廃

902730000 分光計、分光光度計及び分光写真器（紫外線、可視光線又は赤外線を使
用するもの）

0 即時撤廃

902750000 その他の機器（紫外線、可視光線又は赤外線を使用するもの） 0 即時撤廃

902780011 その他の機器（電気式のもの）（分析機器） 0 即時撤廃

902780019 その他の機器（電気式のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

902780090 その他の機器（電気式以外のもの） 0 即時撤廃
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902790010 部分品及び附属品（物理分析用又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、
膨脹、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器及
び熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器（露出計を含む。）（電気
式のもの）のもの）

0 即時撤廃

902790090 ミクロトーム並びに物理分析用又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、膨
脹、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器及び
熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器（露出計を含む。）（電気式
以外のもの）の部分品及び附属品

0 即時撤廃

902810000 ガス用積算計器及びその検定用計器 0 即時撤廃

902820000 液体用積算計器及びその検定用計器 0 即時撤廃

902830000 電気用積算計器及びその検定用計器 0 即時撤廃

902890000 気体用、液体用若しくは電気用の積算計器又はその検定用計器の部分品
及び附属品

0 即時撤廃

902910000 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他こ
れらに類する物品

0 即時撤廃

902920010 速度計、回転速度計及びストロボスコープ（電気式のもの） 0 即時撤廃

902920090 速度計、回転速度計及びストロボスコープ（電気式以外のもの） 0 即時撤廃

902990000 部分品及び附属品（積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離
計、歩数計その他これらに類する物品の部分品及び附属品並びに速度
計、回転速度計及びストロボスコープのもの）

0 即時撤廃

903010000 電離放射線の測定用又は検出用の機器 0 即時撤廃

903020000 オシロスコープ及びオシログラフ 0 即時撤廃

903031000 マルチメーター（記録装置を有しないもの） 0 即時撤廃

903032000 マルチメーター（記録装置を有するもの） 0 即時撤廃

903033010 電圧計及び電流計 0 即時撤廃

903033090 抵抗又は電力の測定用又は検査用のその他の機器 0 即時撤廃

903039000 電圧、電流、抵抗又は電力の測定用又は検査用のその他の機器（マルチ
メーター、電圧計及び電流計以外のもの）（記録装置を有しないもの）

0 即時撤廃

903040000 遠隔通信用に特に設計した機器（その他のもの） 0 即時撤廃

903082010 半導体ウエハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用の機器（特性
測定器）

0 即時撤廃

903082090 半導体ウエハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用の機器（その他
のもの）

0 即時撤廃

903084000 電気的量の測定用又は検査用の機器（記録装置を有するもの）（その他の
もの）

0 即時撤廃

903089091 スペクトラムアナライザー（記録装置を有しないもの） 0 即時撤廃
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903089099 電気的量の測定用又は検査用の機器（記録装置を有しないもの）（その他
のもの）

0 即時撤廃

903090000 部分品及び附属品（電気的量の測定用若しくは検査用の機器又は電離放
射線の測定用若しくは検出用の機器のもの）

0 即時撤廃

903110000 釣合試験機 0 即時撤廃

903120000 テストベンチ 0 即時撤廃

903141000 半導体ウエハー又は半導体デバイスの検査用の機器及びフォトマスク又
はレチクル（半導体デバイスの製造に使用するもの）の検査用の機器

0 即時撤廃

903149000 光学式機器（その他のもの） 0 即時撤廃

903180011 自動寸法測定器（電気式のもの） 0 即時撤廃

903180013 振動計及び振動試験機（電気式のもの） 0 即時撤廃

903180019 測定用又は検査用の機器（電気式のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

903180090 測定用又は検査用の機器（電気式以外のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

903190010 測定用又は検査用の機器（その他のもの）の部分品及び附属品（電気式
機器用のもの）

0 即時撤廃

903190090 測定用又は検査用の機器（その他のもの）の部分品及び附属品（電気式
機器用のもの以外のもの）

0 即時撤廃

903210010 サーモスタット（電気式のもの） 0 即時撤廃

903210090 サーモスタット（電気式以外のもの） 0 即時撤廃

903220000 マノスタット 0 即時撤廃

903281000 自動調整機器（サーモスタット及びマノスタット以外のもの）（液体式又は気
体式のもの）

0 即時撤廃

903289010 自動調整機器（サーモスタット及びマノスタット以外のもの）（電気式のも
の）

0 即時撤廃

903289090 自動調整機器（サーモスタット及びマノスタット以外のもの）（液体式、気体
式又は電気式のもの以外のもの）（その他のもの）

0 即時撤廃

903290000 自動調整機器の部分品及び附属品 0 即時撤廃

903300000 第９０類の機器の部分品及び附属品（第９０類の他の項に該当するものを
除く。）

0 即時撤廃

910111000 腕時計（電気式のもので、かつ、ケースに貴金属又は貴金属を張った金属
を使用したもの）（機械式表示部のみを有するもの）

0 即時撤廃

910119000 腕時計（電気式のもので、かつ、ケースに貴金属又は貴金属を張った金属
を使用したもの）（機械式表示部のみを有するものを除く。）

0 即時撤廃

910121000 腕時計（ケースに貴金属又は貴金属を張った金属を使用したもの）（電気
式のものを除く。）（自動巻きのもの）

0 即時撤廃

910129000 腕時計（ケースに貴金属又は貴金属を張った金属を使用したもの）（電気
式のもの及び自動巻きのものを除く。）（その他のもの）

0 即時撤廃
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910191000 懐中時計その他の携帯用時計（ケースに貴金属又は貴金属を張った金属
を使用したもの）（電気式のもの）

0 即時撤廃

910199000 懐中時計その他の携帯用時計（ケースに貴金属又は貴金属を張った金属
を使用したもの）（電気式のものを除く。）

0 即時撤廃

910211000 腕時計（ケースに貴金属又は貴金属を張った金属を使用したものを除く。）
（電気式のもの）（機械式表示部のみを有するもの）

0 即時撤廃

910212000 腕時計（ケースに貴金属又は貴金属を張った金属を使用したものを除く。）
（電気式のもの）（オプトエレクトロニクス表示部のみを有するもの）

0 即時撤廃

910219000 腕時計（電気式のもの）（ケースに貴金属又は貴金属を張った金属を使用
したもの並びに機械式表示部のみを有するもの及びオプトエレクトロニク
ス表示部のみを有するものを除く。）

0 即時撤廃

910221000 腕時計（自動巻きのもの）（ケースに貴金属又は貴金属を張った金属を使
用したもの並びに電気式のものを除く。）

0 即時撤廃

910229000 腕時計（ケースに貴金属又は貴金属を張った金属を使用したもの、電気式
のもの及び自動巻きのものを除く。）

0 即時撤廃

910291000 懐中時計その他の携帯用時計（電気式のもの）（ケースに貴金属又は貴金
属を張った金属を使用したものを除く。）

0 即時撤廃

910299000 懐中時計その他の携帯用時計（ケースに貴金属又は貴金属を張った金属
を使用したもの及び電気式のものを除く。）

0 即時撤廃

910310000 時計（ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、携帯用時計及び
第９１．０４項の時計を除く。）（電気式のもの）

0 即時撤廃

910390000 時計（ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、携帯用時計及び
第９１．０４項の時計を除く。）（電気式のものを除く。）

0 即時撤廃

910400000 計器盤用時計その他これに類する時計（車両用、航空機用、宇宙飛行体
用又は船舶用のもの）

0 即時撤廃

910511000 目覚まし時計（電気式のもの） 0 即時撤廃

910519000 目覚まし時計（電気式のものを除く。） 0 即時撤廃

910521000 掛時計（電気式のもの） 0 即時撤廃

910529000 掛時計（電気式のものを除く。） 0 即時撤廃

910591000 その他の時計（電気式のもの） 0 即時撤廃

910599000 その他の時計（電気式のものを除く。） 0 即時撤廃

910610000 タイムレジスター及びタイムレコーダー 0 即時撤廃

910690000 時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の機器（時計用
ムーブメント又は同期電動機を有するもの）（タイムレジスター、タイムレ
コーダー及びパーキングメーターを除く。）

0 即時撤廃

910700000 タイムスイッチ（時計用ムーブメント又は同期電動機を有するもの） 0 即時撤廃

910811000 ウォッチムーブメント（完成品のもの）（電気式のもの）（機械式表示部のみ
を有するもの及び機械式表示部を組み込むことができる装置を有するも
の）

0 即時撤廃
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910812000 ウォッチムーブメント（完成品のもの）（電気式のもの）（オプトエレクトロニク
ス表示部のみを有するもの）

0 即時撤廃

910819000 ウォッチムーブメント（完成品のもの）（電気式のもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

910820000 ウォッチムーブメント（完成品のもの）（自動巻きのもの） 0 即時撤廃

910890000 ウォッチムーブメント（完成品のもの）（その他のもの（電気式、自動巻きの
ものを除く））

0 即時撤廃

910910000 その他の時計用ムーブメント（完成品のもの）（電気式のもの） 0 即時撤廃

910990000 その他の時計用ムーブメント（完成品のもの）（電気式のものを除く。） 0 即時撤廃

911011000 ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一
部組み立てたもの（ムーブメントセット）（携帯用時計のもの）

0 即時撤廃

911012000 未完成のムーブメントで組み立てたもの（携帯用時計のもの） 0 即時撤廃

911019000 ラフムーブメント（携帯用時計のもの） 0 即時撤廃

911090000 時計用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこ
れを一部組み立てたもの（ムーブメントセット）、未完成の時計用ムーブメン
トで組み立てたもの並びに時計用ラフムーブメント（携帯用時計のものを除
く。）

0 即時撤廃

911110000 携帯用時計のケース（貴金属製又は貴金属を張った金属製のもの） 0 即時撤廃

911120000 携帯用時計のケース（卑金属製のもの） 0 即時撤廃

911180000 携帯用時計のケース（貴金属製又は貴金属を張った金属製及び卑金属製
のものを除く。）

0 即時撤廃

911190000 携帯用時計の部分品 0 即時撤廃

911220000 時計（携帯用時計を除く。）のケース及びこれに類するケース 0 即時撤廃

911290000 時計（携帯用時計を除く。）のケース及びこれに類するケースでこの類のそ
の他の物品に使用するものの部分品

0 即時撤廃

911310010 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品（銀製又は白
金（イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムを含
む。）製のもの）

0 即時撤廃

911310020 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品（貴金属製又
は貴金属を張った金属製のもの）（銀製又は白金（イリジウム、オスミウ
ム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムを含む。）製を除く。）

0 即時撤廃

911320010 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品（貴金属を
めっきしたもの）

0 即時撤廃

911320020 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品（卑金属製の
もの）（貴金属をめっきしたものを除く。）

0 即時撤廃

911390110 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品（革製又はコ
ンポジションレザー製のもの）（毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若
しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを
使用したもの）

16% 2028年撤廃

911390190 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品（革製又はコ
ンポジションレザー製のもの）（その他のもの）

10% 2028年撤廃
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911390210 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品（二種類以上
の材料（組立て用のみに供する材料（例えば、ひも）を除く。）から構成され
るもの）

10% 2028年撤廃

911390220 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品（その他のも
の）

0 即時撤廃

911410000 その他の時計の部分品（ばね（ひげぜんまいを含む。）） 0 即時撤廃

911430000 その他の時計の部分品（文字板） 0 即時撤廃

911440000 その他の時計の部分品（地板及び受け） 0 即時撤廃

911490000 その他の時計の部分品（ばね（ぜんまいを含む。）、文字板、地板及び受け
を除く。）

0 即時撤廃

920110000 アップライトピアノ 0 即時撤廃

920120000 グランドピアノ 0 即時撤廃

920190000 ピアノ（自動ピアノを含む。）、ハープシコードその他鍵盤のある弦楽器
（アップライトピアノ及びグランドピアノを除く。）

0 即時撤廃

920210000 弦楽器（ピアノ、ハープシコードその他鍵盤のある弦楽器を除く。）（弓で弾
くもの）

0 即時撤廃

920290010 ギター 0 即時撤廃

920290090 弦楽器（その他のもの） 0 即時撤廃

920510000 金管楽器 0 即時撤廃

920590010 鍵盤のあるパイプオルガン並びにフリーメタルリード付きのハーモニウム
及びこれに類する鍵盤楽器

0 即時撤廃

920590020 アコーディオンその他これに類する楽器 0 即時撤廃

920590030 ハーモニカ 0 即時撤廃

920590090 その他の吹奏楽器（その他のもの） 0 即時撤廃

920600000 打楽器（例えば、太鼓、木琴、シンバル、カスタネット及びマラカス） 0 即時撤廃

920710000 電気的に音を発生し又は増幅する楽器（鍵盤楽器（アコーディオンを除
く。））

0 即時撤廃

920790010 電気ギター 0 即時撤廃

920790090 電気的に音を発生し又は増幅する楽器（アコーディオン以外の鍵盤楽器及
び電気ギターを除く。）

0 即時撤廃

920810000 オルゴール 0 即時撤廃

920890000 オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き鳥、ミュージカルソーそ
の他の楽器（この類の他の項に該当するものを除く。）、おとり笛及びホ
イッスル、角笛その他の音響信号用笛

0 即時撤廃

920930000 楽器用の弦 0 即時撤廃

920991000 ピアノの部分品及び附属品 0 即時撤廃

920992000 第９２．０２項の楽器の部分品及び附属品 0 即時撤廃
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920994000 第９２．０７項の楽器の部分品及び附属品 0 即時撤廃

920999000 楽器の部分品及び附属品（その他のもの）、メトロノーム、音さ並びに調子
笛

0 即時撤廃

930110000 火砲（例えば、大砲、曲射砲及び迫撃砲） 8.4% 即時撤廃

930120000 ロケット発射装置、火炎放射機、てき弾発射機、魚雷発射管その他これら
に類する発射装置

8.4% 即時撤廃

930190000 その他の軍用の武器 8.4% 即時撤廃

930200000 けん銃（第９３．０３項又は第９３．０４項のものを除く。） 8.4% 即時撤廃

930310000 口装の火器 5.4% 即時撤廃

930320000 その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用の散弾銃（散弾銃とライフル
とを組み合わせたものを含む。）

6.3% 即時撤廃

930330000 その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用のライフル 5.4% 即時撤廃

930390000 その他の火器及びこれに類する発射火薬により作動するもの（その他のも
の）

5.4% 即時撤廃

930400000 その他の武器（例えば、スプリング銃、空気銃、ガス銃及びこん棒。第９３．
０７項の物品を除く。）

5.4% 即時撤廃

930510010 けん銃の部分品及び附属品（軍用のもの） 8.4% 即時撤廃

930510020 けん銃の部分品及び附属品（その他のもの） 5.4% 即時撤廃

930520000 散弾銃又はライフルの部分品（第９３．０３項の散弾銃の部分品及び付属
品）

5.4% 即時撤廃

930591000 第９３．０１項の軍用の武器の部分品及び付属品（けん銃のものを除く） 8.4% 即時撤廃

930599010 革製又はコンポジションレザー製の部分品及び付属品 8.2% 即時撤廃

930599090 第９３．０１項から第９３．０４項までの物品の部分品及び附属品（その他の
もの）

5.4% 即時撤廃

930621000 散弾銃用弾薬筒 5.4% 即時撤廃

930629000 散弾銃用弾薬筒の部分品及び空気銃用小弾丸 5.4% 即時撤廃

930630100 弾薬筒（びょう打ち工具その他これに類する工具用又はボルト式無痛と殺
銃用のもの）及びその部分品

8.4% 即時撤廃

930630200 その他の弾薬筒及びその部分品（狩猟用又はスポーツ用のもの） 5.4% 即時撤廃

930630900 その他の弾薬筒及びその部分品（その他のもの） 8.4% 即時撤廃

930690000 爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサイルその他これらに類する物品及びこ
れらの部分品（その他のもの）

8.4% 即時撤廃

930700000 刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品及びさや 8.4% 即時撤廃

940110000 航空機に使用する種類の腰掛け 0 即時撤廃

940120000 自動車に使用する種類の腰掛け 0 即時撤廃

940130010 回転腰掛け（高さを調節することができるもの）（革張りのもの） 0 即時撤廃
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940130090 回転腰掛け（高さを調節することができるもの）（革張りのものを除く。） 0 即時撤廃

940140010 腰掛け（寝台として兼用することができるもの）（革張りのもの） 0 即時撤廃

940140090 腰掛け（寝台として兼用することができるもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

940152000 腰掛け（竹製のもの） 0 即時撤廃

940153000 腰掛け（とう製のもの） 0 即時撤廃

940159000 腰掛け（オージアその他これらに類する材料製のもの） 0 即時撤廃

940161010 腰掛け（木製フレームのもの）（アップホルスターのもの）（革張りのもの） 0 即時撤廃

940161020 腰掛け（木製フレームのもの）（アップホルスターのもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

940169000 腰掛け（木製フレームのもの）（アップホルスターのもの以外のもの） 0 即時撤廃

940171010 腰掛け（金属製フレームのもの）（アップホルスターのもの）（革張りのもの） 0 即時撤廃

940171090 腰掛け（金属製フレームのもの）（アップホルスターのもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

940179010 腰掛け（金属製フレームのもの）（革張りのもの） 0 即時撤廃

940179090 腰掛け（金属製フレームのもの）（その他のもの） 0 即時撤廃

940180010 その他の腰掛け（革張りのもの） 0 即時撤廃

940180090 その他の腰掛け（革張りのものを除く。） 0 即時撤廃

940190021 腰掛けの部分品（革製のもの）（自動車に使用する種類のもの） 3.8% 2028年撤廃

940190029 腰掛けの部分品（革製のもの）（自動車に使用する種類のもの以外のも
の）

3.8% 2028年撤廃

940190090 腰掛けの部分品（その他のもの） 0 即時撤廃

940210000 歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分品 0 即時撤廃

940290000 医療用又は獣医用の備付品及びこれらの部分品（その他のもの） 0 即時撤廃

940310000 事務所において使用する種類の金属製家具 0 即時撤廃

940320000 その他の金属製家具 0 即時撤廃

940330000 事務所において使用する種類の木製家具 0 即時撤廃

940340000 台所において使用する種類の木製家具 0 即時撤廃

940350000 寝室において使用する種類の木製家具 0 即時撤廃

940360010 棚付き家具（食器棚及び本箱を除く。掛け若しくは壁に取り付けて又は一
方の上に他方を載せて使用するように設計したもの）

0 即時撤廃

940360110 仏壇 0 即時撤廃

940360190 木製家具（その他のもの） 0 即時撤廃

940370000 プラスチック製家具 0 即時撤廃
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940382000 竹製の家具 0 即時撤廃

940383000 とう製の家具 0 即時撤廃

940389000 家具（その他のもの） 0 即時撤廃

940390010 家具の部分品（金属製のもの） 0 即時撤廃

940390020 家具の部分品（木製のもの） 0 即時撤廃

940390090 家具の部分品（その他のもの） 0 即時撤廃

940410000 マットレスサポート 3.2% 即時撤廃

940421000 マットレス（セルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のもの） 3.8% 即時撤廃

940429000 マットレス（その他の材料製のもの） 3.8% 即時撤廃

940430000 寝袋 3.8% 即時撤廃

940490010 羽根布団（羽根又は羽毛を詰物に使用したもの） 3.8% 即時撤廃

940490020 布団（人造繊維のみを詰物に使用したもの） 3.8% 即時撤廃

940490030 その他の布団 3.8% 即時撤廃

940490090 寝具その他これに類する物品（その他のもの） 3.8% 即時撤廃

940510010 シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式照明器具（公共の広
場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。）（発光ダイオード（LED）
光源を据え付けたもの）

0 即時撤廃

940510090 シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式照明器具（公共の広
場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。）（発光ダイオード（LED）
光源を据え付けたもの以外）

0 即時撤廃

940520000 卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式ランプ 0 即時撤廃

940530000 クリスマスツリーに使用する種類の照明セット 0 即時撤廃

940540010 サーチライト及びスポットライト 0 即時撤廃

940540091 電気式のランプその他の照明器具（発光ダイオード（LED）光源を据え付け
たもの）

0 即時撤廃

940540099 電気式のランプその他の照明器具（発光ダイオード（LED）光源を据え付け
たもの以外）

0 即時撤廃

940550000 非電気式のランプその他の照明器具 0 即時撤廃

940560040 イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品
（その他のもの）

4.8% 即時撤廃

940560050 イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品
（ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱製
のもの）

0 即時撤廃

940591000 ランプその他の照明器具の部分品及びイルミネーションサイン、発光ネー
ムプレートその他これらに類する物品の部分品（ガラス製のもの）

0 即時撤廃
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940592000 ランプその他の照明器具の部分品及びイルミネーションサイン、発光ネー
ムプレートその他これらに類する物品の部分品（プラスチック製のもの）

3.9% 即時撤廃

940599000 ランプその他の照明器具の部分品及びイルミネーションサイン、発光ネー
ムプレートその他これらに類する物品の部分品（その他のもの）

0 即時撤廃

940610010 プレハブ建築物（木製のもの）（床のあるもの（一部屋の床面積が９ｍ２以
上のものを含むもの））

0 即時撤廃

940610090 プレハブ建築物（木製のもの）（床のあるもの（一部屋の床面積が９ｍ２以
上のものを含むもの）以外）

0 即時撤廃

940690010 プレハブ建築物（その他のもの）（床のあるもの（一部屋の床面積が９ｍ２
以上のものを含むもの））

0 即時撤廃

940690090 プレハブ建築物（その他のもの）（床のあるもの（一部屋の床面積が９ｍ２
以上のものを含むもの）以外）

0 即時撤廃

950300000 車輪付き玩具、人形用乳母車、人形、その他の玩具、娯楽用模型及びパ
ズル

0 即時撤廃

950420000 ビリヤード用の物品及び附属品 0 即時撤廃

950430000 その他のゲーム用のもの(硬貨、銀行券、バンクカード、トークン、その他の
支払手段により作動するものに限るものとし、ボーリングアレー用装置を
除く。)

0 即時撤廃

950440000 遊戯用カード 3.2% 即時撤廃

950450000 ビデオゲーム用のコンソール又は機器（第9504.30号の物品を除く。） 0 即時撤廃

950490010 チェスその他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附属品 0 即時撤廃

950490020 ボーリングボール 0 即時撤廃

950490090 遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品（その他のもの） 0 即時撤廃

950510000 クリスマス用品 3.2% 即時撤廃

950590000 祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品（クリスマス用品を除く。） 3.2% 即時撤廃

950611000 スキー 0 即時撤廃

950612000 スキーの締め具 0 即時撤廃

950619000 スキー用具（その他のもの） 0 即時撤廃

950621000 セールボード 0 即時撤廃

950629000 水上スキー、サーフボードその他の水上運動用具 0 即時撤廃

950631000 ゴルフクラブ（完成品のもの） 0 即時撤廃

950632000 ゴルフボール 0 即時撤廃

950639000 ゴルフ用具（その他のもの） 0 即時撤廃

950640000 卓球用具 0 即時撤廃

950651010 テニスラケット（ガットを張ってあるかないかを問わない。）（部分品及び附
属品を除く。）

0 即時撤廃



341

HS9
(2017.4.1)

品目名 ベースレート
譲許内容（2021.1月

発効の場合）

950651090 テニスラケットの部分品及び附属品 0 即時撤廃

950659000 バドミントンラケットその他これらに類するラケット（ガットを張ってあるかな
いかを問わない。）

0 即時撤廃

950661000 テニスボール 3.2% 即時撤廃

950662000 ボール（ゴルフ用又は卓球用のボールを除く。）（空気入れ式のもの） 3.2% 即時撤廃

950669000 ボール（ゴルフ用又は卓球用のボールを除く。）（空気入れ式のもの以外の
もの）

3.2% 即時撤廃

950670000 アイススケート及びローラースケート（これらを取り付けたスケート靴を含
む。）

0 即時撤廃

950691000 身体トレーニング用具、体操用具及び競技用具 0 即時撤廃

950699000 運動又は戸外遊戯に使用する物品（その他のもの） 0 即時撤廃

950710010 釣りざお（部分品及び附属品を除く。） 3.2% 即時撤廃

950710090 釣りざおの部分品及び附属品 3.2% 即時撤廃

950720000 釣針 3.2% 即時撤廃

950730000 釣り用リール 3.2% 即時撤廃

950790000 魚釣用具（その他のもの）及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並
びにおとり具その他これに類する狩猟用具

3.2% 即時撤廃

950810000 巡回サーカス又は巡回動物園の設備 0 即時撤廃

950890000 回転木馬、スイング、射的場その他の興行用設備及び巡回劇場の設備 0 即時撤廃

960110010 ぞうげ（加工したもの）及びその製品 5% 即時撤廃

960110020 アイボリー（加工したもの）及びその製品（ぞうげ以外のもの） 3.9% 即時撤廃

960190100 べっこう又はさんごの加工品及び製品 4.1% 即時撤廃

960190900 骨、かめの甲（べっこうを除く。）、角、枝角、真珠光沢を有する貝殼その他
の動物性の彫刻用又は細工用の材料（加工したもの）及び製品

0 即時撤廃

960200010 ゼラチンカプセル 2.5% 即時撤廃

960200090 植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料（加工したもの）及び製品
（これらの材料から製造したもの）（その他のもの）、成形品、彫刻品及び細
工品（ろう、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリングペーストから
製造したもの）、他の項に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品
並びに硬化させてないゼラチン（加工したもの）及び硬化させてないゼラチ
ンの製品（ゼラチンカプセルを除く。）

3.9% 即時撤廃

960310000 ほうき及びブラシ（小枝その他の植物性材料を結束したもの） 2.5% 即時撤廃

960321000 歯ブラシ（義歯用ブラシを含む。） 6.6% 即時撤廃

960329000 ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、つめ用ブラシ、まつげ用ブラシその他の化
粧用ブラシ（身体に直接使用するもの）（歯ブラシを除く。）

6.6% 即時撤廃

960330000 美術用又は筆記用の筆その他これに類するブラシで化粧用のもの 6.6% 即時撤廃
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960340000 塗装用、ワニス用その他これらに類する用途に供するブラシ、ペイントパッ
ド及びペイントローラー

6.6% 即時撤廃

960350000 ブラシ（機械類又は車両の部分品を構成するもの）（その他のもの） 3.3% 即時撤廃

960390010 羽毛ダスター 5.4% 即時撤廃

960390020 ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品 2.2% 即時撤廃

960390030 床掃除機 0 即時撤廃

960390090 ほうき、ブラシ、モップ及びスクイージー（その他のもの） 6.6% 即時撤廃

960400000 手ふるい 3.2% 即時撤廃

960500000 トラベルセット（化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若しくは衣服の清浄用のも
の）

6.6% 2028年撤廃

960610000 プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部
分品

5.3% 即時撤廃

960621000 ボタン（プラスチック製のもので紡織用繊維を被履してないもの） 5.3% 即時撤廃

960622000 ボタン（卑金属製のもので紡織用繊維を被覆してないもの） 5.3% 即時撤廃

960629010 ボタン（貝殼製のもの） 3.3% 即時撤廃

960629020 ボタン（その他のもの） 5.3% 即時撤廃

960630000 ボタンの部分品（ボタンモールドを含む。）及びボタンのブランク 0 即時撤廃

960711000 スライドファスナー（卑金属製の務歯を取り付けたもの） 2.8% 即時撤廃

960719000 スライドファスナー（その他のもの） 2.8% 即時撤廃

960720000 スライドファスナーの部分品 2.8% 即時撤廃

960810010 ボールペン（軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、
貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの）

0 即時撤廃

960810090 ボールペン（その他のもの）
5% or 1.25

yen/per piece,
whichever is the

greater

即時撤廃

960820000 フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー 3.9% 即時撤廃

960830100 万年筆その他のペン（軸又はキャップに貴金属、これを貼り若しくはめつき
した金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもの）

0 即時撤廃

960830200 万年筆その他のペン（その他のもの） 5.4% 即時撤廃

960840010 シャープペンシル（軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめっきした
金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの）

0 即時撤廃

960840090 シャープペンシル（その他のもの） 5.4% 即時撤廃

960850000 第９６０８．１０号から第９６０８．４０号までの二以上の号の物品をセットに
したもの

5% 即時撤廃
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960860000 ボールペン用中しん（ポイント及びインク貯蔵部から成るもの）
5% or 0.50

yen/per piece,
whichever is the

greater

即時撤廃

960891000 ペン先及びニブポイント 0 即時撤廃

960899010 ボールペン又はシャープペンシルの部分品及び附属品（ボールペン用中し
んを除く。）

3.4% 即時撤廃

960899090 ペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー及びその部分品
並びにフェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン、マーカー、万
年筆その他のペン又は鉄筆の部分品（その他のもの）

3.4% 即時撤廃

960910010 鉛筆及びクレヨン（硬いさやの中にしんを入れたもの）（黒しんのもの） 0 即時撤廃

960910090 鉛筆及びクレヨン（硬いさやの中にしんを入れたもの）（黒しんのもの以外
のもの）

0 即時撤廃

960920000 鉛筆のしん 0 即時撤廃

960990000 パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用の
チョーク

0 即時撤廃

961000000 石盤、黒板その他これらに類する板（筆記用又は図画用のもの） 0 即時撤廃

961100000 日付印、封かん用の印、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品
（ラベルに印捺又は型押しをする器具を含むものとし、手動式のものに限
る。）並びに手動式コンポジションスティック及びこれを有する手動式印刷
用セット

0 即時撤廃

961210000 タイプライターリボンその他これに類するリボン（インキを付けたもの及び
その他の方法により印字することができる状態にしたもの）

0 即時撤廃

961220000 インキパッド 0 即時撤廃

961310000 携帯用ライター（ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるも
のを除く。）

0 即時撤廃

961320010 携帯用ライター（ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるも
の）（貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さ
んご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの）

5.1% 即時撤廃

961320090 携帯用ライター（ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるも
の）（その他のもの）

0 即時撤廃

961380000 ライター（その他のもの） 0 即時撤廃

961390000 ライターの部分品 0 即時撤廃

961400100 パイプ及びパイプボール 5.2% 即時撤廃

961400900 シガーホルダー、シガレットホルダー及びこれらの部分品並びにパイプ又
はパイプボールの部分品

3.9% 即時撤廃

961511000 くし、ヘアスライドその他これらに類する物品（硬質ゴム製又はプラスチック
製のもの）

3.9% 即時撤廃

961519000 くし、ヘアスライドその他これらに類する物品（硬質ゴム製又はプラスチック
製のもの以外のもの）

3.9% 即時撤廃
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961590010 ヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する
物品（木製のもの）

2.7% 即時撤廃

961590020 ヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する
物品（アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝
殼その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの）

3.4% 即時撤廃

961590030 ヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する
物品（鉄鋼製のもの）

2.5% 即時撤廃

961590040 ヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する
物品（アルミニウム製のもの）

3.4% 即時撤廃

961590050 ヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する
物品（その他の卑金属製のもの）（貴金属をめっきしたものを除く。）

3.9% 即時撤廃

961590060 ヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する
物品（その他のもの）

4.3% 即時撤廃

961610000 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部 3.9% 即時撤廃

961620000 化粧用のパフ及びパッド 3.9% 即時撤廃

961700000 魔法瓶その他の真空容器（ケース入りのもの）及びその部分品（ガラス製
の内部容器を除く。）

3.9% 即時撤廃

961800000 マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウイン
ドー用の展示用品で作動するもの

0 即時撤廃

961900000 生理用のナプキン（パッド）及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷
きその他これらに類する物品

0 即時撤廃

962000000 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品 0 即時撤廃

970110000 書画（肉筆のもの） 0 即時撤廃

970190000 コラージュその他これに類する装飾板 0 即時撤廃

970200000 銅版画、木版画、石版画その他の版画 0 即時撤廃

970300000 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品（材料を問わない。） 0 即時撤廃

970400000 郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡
類その他これらに類する物品（使用してあるかないかを問わないものとし、
第４９．０７項のものを除く。）

0 即時撤廃

970500000 収集品及び標本（動物学、植物学、鉱物学、解剖学、史学、考古学、古生
物学、民族学又は古銭に関するもの）

0 即時撤廃

970600000 こっとう（製作後１００年を超えたもの） 0 即時撤廃
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