第47回通関士試験

通関書類の作成要領その他通関手続の実務

試 験 問 題（別 冊）

注意事項
この別冊には、「通関書類の作成要領その他通関手続の実務試験問題」における第1間の輸出統計

品目表（抜すい）及び第2間の実行関税率表（抜すい）を掲載しています。

第1間 輸出申告

輸出統計品目表（抜すい）

第7類 食用の野菜、根及び塊茎

Chapter7

EdiblevegetabIesandcertainrootsandtubers

その他の野菜（生鮮のもの及び冷蔵し
たものに限る。）

Othervegetables，freshorch‖ed：

一アスパラガス

一AsparaguS

ーなす

rAubergines（egg−plants）

−セルリー（セルリアクを除く。）

−Celeryotherthanceleriac

−きのこ及びトリ7

−Mushroomsandtrufaes：

−−きのこ（はらたけ属のもの）

一一MushroomsofthegenusAgaIicus

一一その他のもの

一一Other

一とうがらし属又はピメンタ属の果実

−Fruits ofthe genus伽sIcum or ofthe

−ほうれん草、つるな及びやまほうれ
ん草

−Spinach，NewZealandspinachandorache

−その他のもの

−Other：

一一アーティチョーク

一一Globe artichokes

一一オリーブ

一一01ives

genus肋emta

Spinach（gardenspinach）

一かぼちゃ類（ククルビタ属のもの）L

一一PunpklnS，SquaShandgourds（CucuIbita

卿．）
一一その他のもの

一一Other

冷凍野菜（調理してないもの及び蒸気
又は水煮による調理をしたものに限

Vegetables（uncookedorcookedbysteam−

−ばれいしよ

−Potatoes

一豆（きゃを除いてあるかないかを問
わない。）

−Leguminous vegetables，Shelled or unr

一一えんどう（ビスム・サティヴム）

−−Peas（f態umsatIvum）

一一ささげ属又はいんげんまめ属の豆

−MBeanS（l毎pa印p，maSeOlusSpp．）

一一その他のもの

−−Other

−ほうれん草、つるな及びやまほうれ
ん草

−Spinach，NewZealandspinachandorache

【スイートコーン

−Sweetcorn

ーその他の野菜

rOthervegetables

一野菜を混合したもの

−Mixturesofvegetables

ingorboilinginwater），frozen：

る。）

：∴：こ∴二

shelled：

spinach（gardenspinach）

−1−

第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

Chapter20

Preparationsofvegetables，fruit．nutsorother

PartSOfpIants

号注

SubheadingNotes．

1．−For the purposes of subheading2005．10，the expression
homogenisedvegetables
meanspreparations ofvegetables，

1 第2005．10号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野

菜から成る育児食用又は食餌療法用の調製品（小売用のもので正
味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。）をいう。こ

finelyhomogenised，putupfor retailsale asinfantfood or for

の場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加
えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の
野菜の日に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。

dietetic purposes，in containers of a net weight content not

同号は、第20．05項の他のいかなる号にも優先する。

have beenadded tothepreparationforseasoning，preSerVation

exceeding250g．Fortheapplicationofthisdefinitionnoaccoumt

istobetakenofsmal1quantitiesofanyingredientswhichmay
or other purposes．These preparations may contain a small

quantityofvisiblepiecesofvegetables．Subheading2005．10takes

precedenceoverallothersubheadingsofheading20．05．

番号 NO

細分 番号 sub． nO

N A C C S 用

品

Ⅰ

20．05 2005．10

名

KG
Othervegetablespreparedorpreserved
Otherwisethanbyvinegaroraceticacid，
notfrozen，Otherthanproductsofheading

は保存に適する処理をしたもの及び第 20．06項の物品を除く。）

2005．20

2005．40 2005．51

000

2

000 000

KG

一一さやを除いた豆
000

2005．60
2005．70

2005．80 2005．91

5

一一その他のもの

000

4

000

000 000

5 1

KG KG

−Peas（侮日mSadvlm）

−Beans（t麺aspp．，maSeOlus5pp．）：
¶−BeanS，Shelled

KG

一オリーブ

KG

∃ 】

−Asparagus

KG

−01ives

一スイートコーン（ゼア・マユス変種サ ．カラタ）

−その他の野菜及び野菜を混合したも の

KG KG

−SweetcornCZbamaysvazlSaCChan7ta）

−Othervegetablesandmixturesofveg−
etables：

一一たけのこ

2005．99

000

0 】

童 ； 1

】 M−Other

−アスパラガス

1

−Potatoes

−えんどう（ビスム・サティグム）

−ささげ属又はいんげんまめ属の豆

2005．59

20．06：

−Homogenisedvegetables

−ばれいしよ

3 6

DESCRIPTION

Ⅱ

000
5
調製し又は保存に適する処理をしたそ
の他の野菜（冷凍してないものに限るも
のとし、食酢又は酢酸により調製し又

一均質調製野菜

単位 UNIT

−−Bambooshoots

一一その他のもの

−2−

KG

一一Other

参

考

第44類 木材及びその製品並びに木炭

番号

．NO

）

Chapter44

品

名

∃濫

Woodandarticlesofwood：WOOdcharcoaI

】

DESCRIPTION

Ⅰ【Ⅱ
岳

木炭（植物性の殻又はナットの炭を含む
ものとし、凝結させてあるかないかを
問わない。）

Wood charcoal（includingshe‖Or nutchar−

一竹製のもの

−Ofbambo0

−その他のもの

−Other

さねはぎ加工、溝付けその他これらに
類する加工をいずれかの緑、端又は面
に沿って連続的に施した木材（寄せ木床
用のストリップ又はフリースで組み立
ててないものを含むものとし、かんな
がけし、やすりがけし又は縦継ぎした
ものであるかないかを問わない。）
−針葉樹のもの

Wood（incIuding strips and friezes for par−

COaJ），Whetherornotaggl0merated：

quet fl00ring，nOt aSSembled）continuousIy

Shaped（tongued，grOOVed，rebated，Cham−
fered，V−jolnted，beaded，mOulded，rOunded
Orthelike）al0ng any Ofits edges，ends or
faces，Whether or not planed，Sanded or
end−jointed：
−Coniferous

一針葉樹以外のもの

−Non−COniferous：

−−竹製のもの

一一Ofbambo0

一一その他のもの

−−Other

−3−

参

考

第46類

わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びに

Chapter46

かご細工物及び枝条細工物

番号 NO

細分 番号 sub， nO

N A C C S 用

品

Ⅰ

46．01 4601．21

KG
Praitsandsimilarproductsofplaitingmateri−
als．whetherornotassembledintostrips；
Plaitingmaterials，Plaitsandsimilarprod−
uctsofplaitingmaterials．boundtogether
inparallelstrandsorwoven，insheetform，
Whetherornotbeingfinishedarticles（for

exampIe，matS．matting，SCreenS）：

一敷物及びすだれ（植物性材料製のも

一Mats，mattingandscreensofvegetable

0（氾

4601．29 4601．92

materialS：

2

ーーOfbamboo

一一とう製のもの

0（氾 0（旧

2 2

KG

ー【その他のもの

−その他のもの

0（泊

（XX）

1

0

46．02 4602．11

KG KG

一一とう製のもの

2 4

KG

KG

一一その他のもの

KG KG

かご細工物、枝条細工物その他の製品

3

4602．19

000

3

4602．90

（沿0

madedirectlytoshapefromplaitingma−
terialsormadeupfromgoodsofheading

−LOfbamboo

一一とう製のもの

KG

一鵬その他のもの

2

LLOther

−OfvegetablematerialS：

一一竹製のもの
α氾

−rOfothervegetablematerials

46．01：articlesofIoofah：

一植物性材料製のもの

4602．12

rrOfrattan

Basketwork，Wickerwo「kandotherarticles，

（組物材料から直接造形したもの及び第
46．01項の物品から製造したものに限
る。）及びへちま製品

−LOther

rrOfbamboo

一一その他の植物性材料製のもの

∝旧 0（泊

一一Ofrattan

−Other：

【−竹製のもの

4601．99

DESCRIPTION

Ⅱ

一一竹製のもの

4601．93

単位 UNIT

晶（敷物、壁掛等）であるかないかを 問わない。）

のに限る。）

4601．94

名

0（粕
3
さなだその他これに類する組物材料か
ら成る物品（ストリップ状であるかな
いかを問わない。）並びに組物材料又は
さなだその他これに類する組物材料か
ら成る物品を平行につなぎ及び織った
ものであってシート状のもの（最終製

4601．22

Manufacturesofstraw，Ofespartoorofother
plaitingmaterials：basketwareandwickerwork

ーその他のもの

−4−

一一Of／rattan

KG

KG

一一Other

−Other

参

考

第96類

雑品

番号 NO

Chapter96

細分 番号 sub． nO

N A C C S 用

品

名

Misceltaneousmanufacturedarticles

単位 UNIT

【

DESCRIPTION

は分動プシ晶並ジ

恕憩

IlⅡ

ラシ（機械類又は車両の部
使用するブラシを含む。）、

Brooms，brushes（including brushes con−
Stituting parts of machines，aPPliances or
Vehicles），hand−OPerated mechanicaHloor

でない手動床掃除機、モツ
ダスター、ほうき又はブラ

SWeePerS，nOtmOtOrised，mOPSandfeather
dusters：PreParedknotsandtuftsforbroom

革奉レ又は房状にした物

パッド、ペイントローラ
ージー（ローラースクイ

Or brush making：Paint pads and ro

ers；

SqueegeeS（Otherthanrollersqueegees）：

−Broomsandbrushes，COnSistingoftwigs
Or Other vegetable materials bound t0−

gether，WithorwithOuthandles

−5−

参

考

第2間 輸入（納税）申告
実行関税率表（抜すい）
第7類 食用の野菜、根及び塊茎

Chapter7

注

Notes．

1 この類には、第12．14項の飼料用植物を含まない。
2 第07．09項から第07．12項までにおいて野菜には、食用きのこ、ト
リ7、オリーブ、ケーパー、かぼちゃ、なす、スイートコーン（ゼア・
マユス変種サカラタ）、とうがらし属又はピメンタ属の果実、うい

Ediblevegetablesandcertainrootsandtubers

1，−ThisChapterdoesnotcoverforageproductsofheading12．14．

2．−InheadingsO7．09，07．10，07．11andO7．12theword

Vegetables

includes edible mushrooms，truffles，01ives，CaperS，marrOWS，

pumpkins，aubergines，SWeet COrn（Zeamays vaL SaCChaziZta），

きよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマー
ジョラム（マヨラナ・ホルテンスイス及びオリガヌム・マヨラナ）

fruits ofthe genus apsjcum or ofthe genus肋enta，fennel，

を含む。

血rぬ85血or他】Umm的∂）．

parsley，Chervil，tarragOn，CreSS and sweet marjoram胸血a

3 第07．12項には、次の物品を除くほか、第07．01項から第07．11項

3，HeadingO7．12coversalldriedvegetablesofthe kindsfallingin

までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
（a）乾燥した豆でさやを除いたもの（第07．13項参照）

headingsO7．01toO7．11，Otherthan：

（b）第11．02項から第11朗項までに定める形状のスイートコー

（b）sweetcominthe女）rmSSpeCi丘edinheadingsll．02toll．04：

（a）driedleguminousvegetables，Shelled（headingO7．13）；

ン

（C）ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット（第11．05

（C）flour，meal．powder，flakes．granulesandpelletsofpotatoes

項参照）
（d）第07．13項の乾燥した豆の粉及びミール（第11．㈹項参照）

（d）flour，mealandpowderofthedriedleguminousvegetablesof

（headingll．05）；

headingO7，13（heading11．06）．

4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕
し又は粉砕したものを含まない（第09．04項参照）。

4：However，dried or crushed or ground fruits of the genus

CbpsIcum or of the genus肋eDta are eXCluded from this

Chapter（headingO9．04）．

番号 No．

07．01

∝旧

統計 細分 Stat Code No．

2

ばれいしよ（生鮮のもの及び冷蔵し たものに限る。）

0701．10

0701．90 07．02 0702．00

N A C C S 用
品
名
税
率
基本 General 協定 WTO 特恵 Prefer− ential 暫定 Tempo− rary

（鼎） ∝氾

5％

3％

RateofDuty

無税 Free

MT

単位 Unlt

Potatoes．freshorchi

種ばれいしよ

63

その他のもの トマト（生鮮のもの及び冷蔵したも のに限る。）

5％ 5％

4．3％ 3％

DescnptlOn

ed：

Seed

×無税 Free ×無税 Free

MT KG

Other Tomatoes．freshorchiIled

キャベツ、カリフラワー、コールラ

Cabbages，CaulifLowers，kohlrabi，kale and similar

ピー、ケールその他これらに類する
あぶらな属の食用の野菜（生鮮のも
の及び冷蔵したものに限る。）

edlbIebrassicas．freshorchilled：

カリフラワー

Caulifl0WerSandheaded broccoli

芽キャベツ

Brusselssprouts

その他のもの

Other：

−ブロッコリー

Broccoll

ー結球キャベツ

Headcabbage

【はくさい

Chinesecabbage

−その他のもの

Other

−6−

番 号 統計 細分 Stat

基
No．

Code No．

本

General

協
WTO

定

特

Prefer− entlal

冷凍野菜（調理してないもの及び蒸
気又は水煮による調理をしたものに

恵

暫

定

Des

CrlptlOn

Tempo− rary

VegetabIes（uncooked or cooked by steaming or
boitinginwater）．frozen．

限る。）

ばれいしよ

Potatoes

豆（さやを除いてあるかないかを

LegumlnOUSVegetables，Shelledorunshelled：

問わない。）

えんどう（ビスム・サティヴム）

Peas（P由um5∂〟仇Jm）

ささげ属又はいんげんまめ属の

Beans（レ復778仰りPhヨgeO山S即7P．）

豆

その他のもの

Other・

−えだ豆

GreensoyabeanS

−その他のもの

Other

ほうれん草、つるな及びやまほう

Spinach，New Zealand spinach and orache spin−

れん草

ach（gardenspinach）

スイートコーン

Sweetcorn

その他の野菜

OthervegetabIes

1

ごぼう

I Burdock

2

その他のもの

20ther・

−ブロッコリー

Broccoli

ーその他のもの

Other

野菜を混合したもの

Mixturesofvegetables

1

スイートコーンを主成分とす
るもの

IChieflyconsistingofsweetcorn

2

その他のもの

20ther

−7−

第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

Chapter20

PreparationsofvegetabFes，fruit，nutSOrOther

PartSOfplants

注

Notes．

1 この類には、次の物品を含まない。
（a）第7類、第8類又は第11類に定める方法により調製し又は保

存に適する処理をした野菜、果実及びナット
（b）ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは
その他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、こ
れらの物品の含有量の合計が全重量の20％を超えるもの（第16
類参照）
（C）第19．05項のベーカリー製品その他の物品
（d）第21．04項の均質混合調製食料品
2 第20．07項及び第20．08項には、フルーツゼリー、フルーツペース

ト、砂糖で覆ったアーモンドその他これらに類する物品で、砂糖菓
子の形状のもの（第17．04項参照）及びチョコレート菓子の形状の

1．−ThisChapterdoesnotcoverニ
（a）Vegetables，fruitornuts，preparedorpreservedbythepr0−
CeSSeSSpeCifiedlnChapter7，80rll；

（b）Foodpreparationscontainingmore than20％byweightof
SauSage，meat，meatOffal．blood，丘shorcrustaceanS，mOlluscs
Or Other aquaticinvertebrates，Or any COmbination thereof

（Chapter16）；
（C）Bakers

waresandotherproductsofheading19．05；Or

（d）Homogenisedcompositefoodpreparationsofheading21．04，

2．−Headings20．07and20．08do not apply to fruit jellies，fruit

pastes，Sugar−COatedalmonds or thellkeinthe form ofsugar
COnfectionery（heading17．04）orchocolateconfectionery（heading

もの（第18．06項参照）を含まない。
3 第20．01項、第20．04項及び第20．05項には、第7類、第11．05項又は
第11．06項の物品（第8類の物品の粉及びミールを除く。）で1（a）に

3．−Headings20．01，20．04and20．05cover，aSthe case maybe，Only

定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をした

thanflour，mealandpowderoftheproductsofChapter8）which

もののみを含む。

havebeenpreparedorpreservedbyprocessesotherthanthose

18．06）．

thoseproductsofChapter70rOfheadingll．050r11．06（0ther

referredtoinNotel（a）．

4

トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7％以上のもの
は、第20．02項に属する。
5 第20．07項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を
減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大
気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。

4．−Tomatojuice the dry weightcontentofwhichis7％ormoreis

6 第20．09項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えて
ないもの」とは、アルコール分（第22類の注2参照）が全容量の0．5％
以下のものをいう。

6．−For the purposes of heading20．09，the expression juices，

tobeclassifiedinheading20．02．
5．一Forthepurposesofheading20．07，theexpression

obtainedby

cooking meansobtainedbyheattreatmさntatatmospheric

pressureorunderreducedpressuretoincreasetheviscosityofa
productthroughreductionofwatercontentorothermeanS．

unfermentedandnotcontainingaddedspirit

meansjuicesof

analcoholic strengthby volume（see Note2to Chapter22）not
exceedingO5％vol．

号注
1 第2005．10号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野
菜から成る育児食用又は食餌療法用の調製品−（小売用のもので正
味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。）をいう。こ

SubheadingNotes．
1．−For the purposes of subheading2005．10，the expression
homogenised vegetables
means preparations ofvegetables，
finely homogenised，put up for retailsale asinfant food or for

の場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加
えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の
野菜の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。

istobetakenofsmallquantitiesofanyingredientswhichmay

同号は、第20．05項の他のいかなる号にも優先する。

have beenaddedtothepreparation女）rSeaSOning，preSerVation

dietetic purposes，in containers of a net weight content not

exceeding250g．Fortheapplicationofthisdefinitionnoaccount

Or Other purposes．These preparations may contain a small

quantityofvisiblepiecesofvegetables．Subheading2005．10takes

precedenceoverallothersubheadingsofheading20．05

2 第2007．10号において「均質調製果実」とは、微細に均質化した果

実から成る育児食用又は食餌療法用の調製品（小売用のもので正
味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。）をいう。こ

の場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加
えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の
果実の日に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。
同号は、第20．07項の他のいかなる号にも優先する。

2．−For the purposes of subheading2007．10，the expression
homogenisedpreparations
meanspreparationsoffruit，finely
homogenjsed，putup forretailsale asinfantfoodorfordietetic

purposes，lnCOntainersofanetweightcontentnotexceeding250
g．Fortheapplicationofthisdefinitionnoaccountistobetaken

Ofsmallquantities ofanyingredients which may have been
added to the preparation for seasoning，preSerVation or other

PurpOSeS．These preparations may contain a smallquantity of

Visiblepiecesoffruit．Subheading2007．10takesprecedenceover

allothersubheadingsofheading20．07．

3

第2009．12号、第2009．21号、第2009．31号、第2009．41号、第2009．61

号及び第2009．71号において「ブリックス値」とは、温度20度におけ
るブリックスハイドロメーター又は屈折計（屈折率をしよ糖含有
率（ブリックスの億）として目盛られたものに限る。）の読み値（温

3，Forthepurposesofsubheadings2009．12，2009．21，2009．31．2009．41，
2009．61and2009．71，the expression

Brixvalue

meansthe di−

rectreadingofdegrees Brixobtainedfrom aBrixhydrometer
OrOfrefractiveindexexpressedintermsofpercentagesucrose

度20度と異なる温度で測定した場合には、温度20度における億に

COntentObtainedfromarefractometet，atatemperatureOf200C

補正したもの。）をいう。

OrCOrreCtedfor200Cifthe readingismade atadi＃erenttem−
perature．
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番号 No．

統計 細分 Stat． Code No．

N A C C S 用

品

名

税

率

RateofDuty

単位 Unit

DescriptlOn

基本 General 協定 WTO 特恵 Prefer− ential 暫定 Tempo− rary

調製し又は保存に適する処理をした
その他の野菜（冷凍したものに限る
ものとし、食酢又は酢酸により調製し
又は保存に適する処理をしたもの及

Othervegetables prepared or preserved otherwise
than by vjnegar or acetic acid，frozen，Other than

PrOductsofheadlng20，06−

び第20．06項の物品を除く。）

ばれいしよ

Potatoes：

1 単に加熱による調理をしたも

1Cooked，nOtOtherwISeprepared

の

2

20ther

その他のもの
（1）マッシュポテト

（1）Mashedpotatoes

（2）その他のもの

（2）0仙er

Othervegetables prepared or preserved otherwISe

調製し又は保存に適する処理をした
その他の野菜（冷凍してないものに
限るものとし、食酢又は酢酸により調
製し又は保存に適する処理をしたも

than by vinegar or acetic acld，nOt frozen，Other

thanproductsofheadIng20．06

の及び第20．06項の物品を除く。）

均質調製野菜

Homogenisedvegetables：

1 砂糖を加えたもの

1Containingaddedsugar

2

20ther

その他のもの

ばれいしよ

Potatoes．

1

マッシュポテト及びポテトフ
レーク

1Mashedpotatoesandpotatoflakes

2

その他のもの

20ther：

（1）気密容器入りのもの（容器

（1）Inairtightcontainersnotmorethan10kg
eachincludingcontalner

ともの1個の重量が10キログ
ラム以下のものに限る。）

（2）その他のもの

（2）0山er
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