
 

 

 

  

ＴＰＰ市場アクセス交渉 

水産物の品目別の交渉結果概要 

水産庁 



021092000 鯨、海牛目のもの 即時無税（4.2%→0%)

030379021 あじ（冷凍）
（米国以外）段階的に16年目に無税
（米国）段階的に12年目に無税、ただし8年間現行税率を
維持（10%→0%）

△

030264000 さば（生鮮・冷蔵）
（米国以外）段階的に16年目に無税
（米国）段階的に12年目に無税、ただし8年間現行税率を
維持（10%→0%）

△

030374000 さば（冷凍）
（米国以外）段階的に16年目に無税
（米国）段階的に12年目に無税、ただし8年間現行税率を
維持（7%→0%）

△

030199210 あじ、さば、ぶり等（活魚）
（米国以外）段階的に16年目に無税
（米国）段階的に12年目に無税、ただし8年間現行税率を
維持（10%→0%）

△

030269019 あじ、さば、さんま等（生鮮・冷蔵）
（米国以外）段階的に16年目に無税
（米国）段階的に12年目に無税、ただし8年間現行税率を
維持（10%→0%）

△

030379023 さんま（冷凍） 段階的に11年目に無税（10%→0%） △

030269011 △

030379022 △

030741090 △

030791390 △

030799129

030749190 あかいか、やりいか等（冷凍） 段階的に6年目に無税（3.5%→0%） △

030749200 △

030799220 △

030261010 まいわし（生鮮・冷蔵） 段階的に11年目に無税（10%→0%） △

030371010 まいわし（冷凍） 段階的に6年目に無税（10%→0%） △

030379029 かたくちいわし等（冷凍） 段階的に11年目に無税（10%→0%） △

030563000 かたくちいわし（塩蔵） 段階的に11年目に無税（15%→0%） △

030261090

030371090

030721000 △

030729100 △

030729200 ほたて（乾燥、塩蔵） 段階的に11年目に無税（15%→0%） △

030239000

030349000

030235000 大西洋くろまぐろ（生鮮・冷蔵） 段階的に6年目に無税（3.5%→0%） △

030345000 大西洋くろまぐろ（冷凍） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%） △

030419191 △

030429920 △

030419991 △

030499991 △
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注１：関税番号及び品目区分は各国が交渉で用いてきた2010年1月時点のものであり、今後、最新の関税率表（2015年4月時点）に
即して最終の譲許表を確定する際、関税番号及び品目区分に変更が生じる場合がある。
注２：備考欄の○及び△は我が国が交渉に参加した時点（2013年7月）で関税撤廃したことのない834品目に当たるもの、○は834品
目のうちいわゆる「重要５品目」とされるもの（586品目）

ＴＰＰ市場アクセス交渉
（水産物の品目別の交渉結果概要）

ぶり（生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に11年目に無税（10%→0%）

するめいか等（活・生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に11年目に無税（5%→0%）

いか（乾燥、塩蔵） 段階的に6～11年目に無税（15%→0%）

その他のいわし（生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（3.5%→0%）

ほたて（活、生鮮、冷蔵・冷凍） 段階的に11年目に無税（10%→0%）

太平洋くろまぐろ、その他のまぐろ（生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%）

くろまぐろのフィレ（生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%）

くろまぐろの魚肉（生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%）

概要、用途・製品の例 合意内容 備考
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概要、用途・製品の例 合意内容 備考

030236000 △

030346000 △

030419192 △

030429940 △

030419992 △

030499994 △

030234000 △

030344000 △

030232000

030342000

030231000 △

030341000 △

030429910 まぐろのフィレ（くろまぐろ・みなみまぐろ以外）（冷凍） 段階的に8年目に無税（3.5%→0%） △

030233000

030343000

030267000 めかじき（生鮮・冷蔵） 段階的に6年目に無税（3.5%→0%） △

030361000 めかじき（冷凍） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%） △

030411000 めかじきのフィレ・魚肉（生鮮、冷蔵） 即時無税（3.5%→0%)

030421000 めかじきのフィレ（冷凍） 段階的に6年目に無税（3.5%→0%） △

030491000 めかじきの魚肉（冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

030269091 かじき（生鮮・冷蔵） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%） △

030379091 かじき（冷凍） 段階的に6年目に無税（3.5%→0%） △

030429930 かじきのフィレ（冷凍） 段階的に6年目に無税（3.5%→0%） △

030212012

030319010

030212020 △

030322000 △

030211000

030321000

030212011 べにざけ（生鮮・冷蔵） 段階的に6年目に無税（3.5%→0%） △

030311000 べにざけ（冷凍） 即時無税（3.5%→0%) △

030212019 △

030319090 △

030541000 太平洋さけ、大西洋さけ（くん製） 即時無税（10.5%→0%）

030429950 さけ科のフィレ（冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

030219000 △

030329000 △

030530010 さけ科のフィレ（乾燥・塩蔵） 即時無税（8.4%→0%）

030559010

030569010

030520030 さけ科の卵（乾燥・くん製・塩蔵） 段階的に6年目に無税（3.5%→0%）

030250000 コッド（まだら）（生鮮・冷蔵） 段階的に11年目に無税（10%→0%） △

030352000 コッド（まだら）（冷凍） 即時無税（6%→0%） △

さけ科の魚（乾燥・塩蔵） 即時無税（8.4%→0%）

大西洋さけ（生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%）

ます（生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%）

太平洋さけ（生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に6年目に無税（3.5%→0%）

その他のさけ（生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に6～11年目に無税（3.5%→0%）

ぎんざけ（生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%）

みなみまぐろ（生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%）

みなみまぐろのフィレ（生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%）

めばちまぐろ（生鮮・冷蔵・冷凍）

きはだまぐろ（生鮮・冷蔵・冷凍）

びんながまぐろ（生鮮・冷蔵・冷凍）

かつお（生鮮・冷蔵・冷凍）

みなみまぐろの魚肉（生鮮・冷蔵・冷凍）

段階的に11年目に無税（3.5%→0%）

即時無税（3.5%→0%)

段階的に6～11年目に無税（3.5%→0%）

即時無税（3.5%→0%)

段階的に11年目に無税（3.5%→0%）
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概要、用途・製品の例 合意内容 備考

030551000 △

030562000 △

030379019 すけそうだら等（冷凍） 段階的に6年目に無税（6%→0%） △

030549010 すけそうだら等（くん製） 即時無税（10%→0%）

030499111 すけそうだらのすり身（冷凍） 即時無税（4.2%→0%） △

030499112 その他のたらのすり身（冷凍） 即時無税（4.2%→0%） △

030270020 たらの卵（生鮮・冷蔵） 段階的に11年目に無税（10%→0%） △

030380020 たらの卵(冷凍) 即時無税（4.2%→0%） △

030520020 たらの卵（乾燥、くん製、塩蔵） 段階的に6年目に無税（7.5%→0%） △

030262000

030372000

030263000

030373000

030378010 ヘイク(メルルシウス属)（冷凍） 段階的に6年目に無税（6%→0%） △

030378090 ヘイク（その他)（冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

030240000 太平洋にしん（生鮮・冷蔵） 段階的に11年目に無税（10%→0%） △

030351000 太平洋にしん（冷凍） 即時無税（6%→0%） △

030379011 大西洋にしん（冷凍） 段階的に11年目に無税（6%→0%） △

030499119 にしん、たらの魚肉（冷凍） 即時無税（6%→0%） △

030542000 にしん（くん製） 即時無税（10%→0%）

030561000 にしん（塩蔵） 段階的に11年目に無税（15%→0%） △

030270010

030380010

030520010 にしんの卵（乾燥、くん製、塩蔵） 即時無税（8.4%→0%）

030419110 △

030429100 △

030530020 △

030419910 △

030499120 △

030559020 △

030199220 ひらめ（活魚） 即時無税（3.5%→0%)

030221000

030331000

030222000

030332000

030223000

030333000

030229000

030339000

030265000

030375000

030419930

030499920

030192200 うなぎ（活魚） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%）

プレイス、ソール（生鮮・冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

その他のひらめ、かれい（生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

さめ（生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（2.5%→0%）

ハリバット（生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

コッド（まだら）（乾燥・塩蔵） 段階的に11年目に無税（15%→0%）

ハドック、コールフィッシュ（生鮮・冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

にしんの卵（生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（4～5.6%→0%）

にしん、たら、ぶり等のフィレ・魚肉（生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵） 段階的に6～11年目に無税（10～15%→0%）

3 ページ



TL
HS2007

概要、用途・製品の例 合意内容 備考

030266000

030376000

030269021

030379031

030377000 シーバス（冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

030268000

030362000

030412000

030422000

030492000

030269029

030379039

030269092

030379092

030269093

030379093

030269094

030379095

030499992

030379040

030499930

030379096 めぬけ（冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

030379097 ぎんだら（冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

030379103 きんめだい（冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

030379104 あゆ（冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

030269099

030379099

030549090 その他の魚（くん製） 即時無税（10%→0%）

030559090 その他の魚（乾燥） 即時無税（10.5%→0%）

030569090 その他の魚（塩蔵） 段階的に11年目に無税（10.5%→0%） △

030419920

030499910

030419199

030429990

030530090 その他の魚のフィレ（乾燥・塩蔵） 即時無税（10.5%→0%）

030499993 いとよりのすり身（冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

030419999

030499999

030270090

030380090

030520090 その他の魚卵、肝臓、しらこ（乾燥・くん製・塩蔵） 即時無税（2.8%→0%）

030510000 魚の粉、ミール、ペレット 段階的に11年目に無税（10%→0%） △

030110010 観賞用のこい、金魚 即時無税（3.5%→0%)

030110020 観賞用の魚(こい、金魚以外) 即時無税（1.7％→0%）

魚の肝臓、卵、しらこ（生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

その他の魚の魚肉（生鮮・冷蔵・冷凍）

ししゃも、ししゃも魚肉（冷凍） 即時無税（2.8%→0%）

その他の魚（生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

バラクータ、キングクリップ、たいの魚肉（生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（2%→0%）

その他の魚のフィレ（生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

ふぐ（生鮮・冷蔵・冷凍）、ふぐの魚肉(冷凍)

メロ（生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

バラクーダ（生鮮・冷凍） 即時無税（2%→0%）

さわら（生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%）

たちうお（生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

たい（生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（2%→0%）

うなぎ（生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

即時無税（3.5%→0%)

即時無税（3.5%→0%)

4 ページ



TL
HS2007

概要、用途・製品の例 合意内容 備考

030193200

030191200

030194900

030195900

030199290 その他の魚（活魚） 段階的に11年目に無税（3.5%→0%）

030520040 こんぶかずのこ（乾燥、くん製・塩蔵） 即時無税（10%→0%）

030614010

030624110

030614020

030624129

030614030

030624130

030614040 けがに（冷凍） 即時無税（4%→0%）

030624140 けがに（活・生鮮・冷蔵） 段階的に11年目に無税（4%→0%）

030624121 べにすわいがに（活・生鮮・冷蔵） 即時無税（4%→0%）

030624150 もくずがに（活・生鮮・冷蔵） 即時無税（4%→0%）

030614090

030624190

030624200 かに（乾燥・塩蔵） 即時無税（10%→0%）

030611000

030621100

030621200 いせえび（乾燥・塩蔵） 即時無税（5%→0%）

030612000

030622100

030622200 ロブスター（乾燥、塩蔵） 即時無税（5%→0%）

030613000

030623111

030623119

030623190

030623200 シュリンプ、プローン（乾燥、塩蔵） 即時無税（5%→0%）

030619010

030629110

030629210 えび（乾燥・塩蔵） 即時無税（5%→0%）

030619090

030629190

030629290 甲殻類（かに・えび以外）（乾燥・塩蔵） 即時無税（10%→0%）

030751000

030759100

030759200 たこ（乾燥、塩蔵） 即時無税（10%→0%）

030741010

030749110

030791310

030799121

030710100 かき（活、生鮮、冷蔵、冷凍） 即時無税（7%→0%）

即時無税（2%→0%）

甲殻類（かに・えび以外）（活・生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（7%→0%）

たこ（活・生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（7%→0%）

もんごういか（粉、ミール、ペレットを含む）（活・生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

えび（活・生鮮・冷蔵・冷凍）

その他のかに（活・生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（4%→0%）

いせえび（活・生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（1%→0%）

ロブスター（活・生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（1%→0%）

シュリンプ、プローン（活・生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（1%→0%）

がざみ（活・生鮮・冷蔵・冷凍）

こい、ますなど（活魚） 即時無税（3.5%→0%)

たらばがに（活・生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（4%→0%）

ずわいがに（活・生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（4%→0%）

即時無税（4%→0%）
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概要、用途・製品の例 合意内容 備考

030710200 かき（乾燥、塩蔵） 即時無税（10.5%→0%）

030731000

030739100

030739200 い貝（乾燥・塩蔵） 即時無税（10%→0%）

030791200 △

030799110 △

030799210 △

030791410

030799141

030799241 はまぐり（塩蔵） 即時無税（5.3%→0%）

030799242 はまぐり（乾燥） 即時無税（10%→0%）

030791420 赤貝（活） 段階的に11年目に無税（7%→0%）

030791450 あわび（活・生鮮・冷蔵） 段階的に11年目に無税（7%→0%）

030799142 あわび（冷凍） 即時無税（7%→0%）

030791460

030799143

030791470 しじみ（活・生鮮・冷蔵） 段階的に11年目に無税（7%→0%）

030799144 しじみ（冷凍） 即時無税（7%→0%）

030760100

030760200

030791430

030799231

030799131 うに（冷凍） 段階的に6年目に無税（7%→0%）

030791440

030799132

030799232

030791491 その他軟体動物（活、生鮮、冷蔵） 段階的に11年目に無税（7%→0%） △

030791499 その他の無脊椎動物（生鮮・冷蔵） 即時無税（7%→0%）

030799149 その他の軟体動物、無脊椎動物（冷凍） 段階的に6年目に無税（7%→0%）

030799139

030799239

030799249 その他軟体動物・無脊椎動物（乾燥・塩蔵） 段階的に11年目に無税（10.5%→0%） △

051000200 アンバーグリス 即時無税（3%→0%）

051191200 その他魚、水棲無脊椎動物 即時無税（1.7%→0%）

051199290 海綿 即時無税（3.5%→0%)

121220110 干しのり(規格サイズ以下の紙状) 即時に15%削減（1.5円/枚→1.28円/枚） △

121220120 干しのり(それ以外) 即時に15%削減（40%→34%） △

121220139 こんぶ 即時に15%削減（15%→12.7%） △

121220133

121220135

121220136

121220131 ひじき 即時に15%削減（10.5%→8.9%）

121220211

121220219

くらげ（活・生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵） 即時無税（7%→0%）

なまこ（冷凍・乾燥・塩蔵）

段階的に11年目に無税（10～15%→0%）

はまぐり（活・生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（3.5%→0%)

あさり（活・生鮮・冷蔵・冷凍） 段階的に11年目に無税（7%→0%）

かたつむりその他の巻き貝（活・生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵） 即時無税（7～10%→0%）

うに（生鮮・冷蔵・乾燥・塩蔵） 即時無税（7%→0%）

貝柱（生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵）

わかめ 即時に15%削減（10.5%→8.9%）

非食用海藻 即時無税（3.5%→0%)

い貝（活・生鮮・冷蔵・冷凍） 即時無税（7%→0%）

即時無税（7%→0%）
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130231000 寒天 即時無税（112円/kg→0円/kg）

152190091 鯨ろう 即時無税（5.3%→0%）

150410000 魚の肝油 即時無税（3.5%→0%)

150420000 魚油 即時無税（7%又は4.2円/kg→無税)

150430090 その他の海産ほ乳類の油 即時無税（3.5%→0%)

160300090 魚のエキス 即時無税（9.6%→0%）

160520011

160520019

160520029

160520021 シュリンプ、プローン調製品（米を含むもの） 段階的に11年目に無税（5.3%→0%） △

160530010

160530020

160540011

160540012

160414092

160414099

160414010 かつお調製品(気密容器入りのもの) 即時無税（9.6%→0%）

160414091 かつお節 即時無税（9.6%→0%）

160419010 うなぎ調製品 段階的に11年目に無税（9.6%→0%）

160411010

160411090

160412000 にしん調製品 即時無税（9.6%→0%）

160413010

160413090

160415000 さば調製品 段階的に6年目に無税（9.6%→0%）

160416000 かたくちいわし調製品 即時無税（9.6%→0%）

160419020 魚節 即時無税（9.6%→0%）

160419090 その他の魚の調製品（全形及び断片状のもの） 即時無税（9.6%→0%）

160420011

160420012

160420015 たらの卵調製品 即時無税（9%→0%）

160420019 その他の魚の卵調製品 即時無税（6.4%→0%）

160420020 その他の魚の調製品 即時無税（9.6%→0%）

160430010

160430090

160510010 かに調製品（気密容器入りのもの） 即時無税（5%→0%）

160510029 かに調製品（その他のもの） 即時無税（9.6%→0%）

160510021 かに調製品（米を含むもの） 段階的に11年目に無税（9.6%→0%） △

160540200 その他の甲殻類調製品 即時無税（9.6%→0%）

160590110 いか、ほたて、貝柱調製品（くん製） 段階的に6年目に無税（6.7%→0%）

160590190 その他軟体動物・無脊椎動物調製品（くん製） 即時無税（6.7%→0%）

160590213 いか調製品（気密容器入りのもの） 段階的に11年目に無税（10.5%→0%） △

160590219 いか調製品(保存処理したもの) 段階的に6年目に無税（10.5%→0%）

さけ調製品 即時無税（9.6%→0%）

いわし調製品 段階的に11年目に無税（9.6%→0%）

にしんの卵調製品 即時無税（11%→0%）

キャビア、いくら調製品 即時無税（6.4%→0%）

シュリンプ、プローン調製品（くん製、煮たもの、保存処理したもの) 即時無税（4.8～5.3%→0%）

ロブスター調製品（くん製、煮たもの、保存処理したもの） 即時無税（4.8～5%→0%）

その他のえび調製品（くん製、煮たもの、保存処理したもの） 即時無税（4.8～5%→0%）

即時無税（9.6%→0%）まぐろ・かつお調製品
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160590212 △

160590214 △

160590211 くらげ調製品 即時無税（10%→0%）

160590220 なまこ、うに調製品 即時無税（10%→0%）

160590290 あわび調製品 即時無税（9.6%→0%）

160590293

160590294

160590295 ほたて調製品 即時無税（9.6%→0%）

160590299 その他の水棲無脊椎動物の調製品 即時無税（9.6%→0%）

210690273 のり調製品 即時に15%削減（28%→23.8%） △

210690401 無糖のり 即時に15%削減（25%→21.2%） △

210690298 こんぶ調製品 即時に15%削減（25%→21.2%） △

210690297 その他海藻調製品 即時無税（17.5%→0%）

350300020 アイシングラス 即時無税（2%→0%）

いか調製品(米を含むもの) 段階的に11年目に無税（10.5%→0%）

その他の軟体動物調製品 即時無税（9.6%→0%）

8 ページ


	②-5-1 表紙_水産物
	②-5-2 品目別概要（水産物）（水）

