
令和３年度関税割当公表の割当対象物品の記載の変更について 

 

令和３年１２月１４日 

 

令和４年１月１日より一部の関税率番号が変更されることになったため、令和３年

度関税割当公表の以下の関税割当公表番号の割当対象物品については、記載のとおり

読み替えて頂きますようお願いします（変更箇所は下線部分）。 

 

【一般】 

関税割当

公表番号 
割当対象物品（変更箇所は下線部） 

71 （0401.10-110、0401.20-110、0401.40-110、0401.50-111、0401.50-121、

0403.20-110、0403.20-120、0403.90-116、0403.90-117、0403.90-126、

0403.90-127、0403.90-136、0403.90-137、0404.90-111、0404.90-117、

0404.90-121、0404.90-127、0404.90-131、0404.90-137、1806.20-311、

1806.90-311、1901.10-111、1901.10-121、1901.20-111、1901.20-116、

1901.90-131、1901.90-136、2101.12-231、2101.12-236、2101.20-231、

2101.20-236、2106.10-120、2106.10-130、2106.90-111、2106.90-112、

2106.90-124、2106.90-125） 

関税暫定措置法（昭和 35年法律第 36号）別表第１第０４０１．１０号

で定義される「その他の乳製品」であり、以下の各号に該当する物品第

０４０１.１０号 第０４０１.２０号 第０４０１.４０号 第０４０１.

５０号 第０４０３．２０号  第０４０３.９０号 第０４０４.９０号 

第１８０６.２０号 第１８０６.９０号 第１９０１.１０号 第１９０

１.２０号 第１９０１.９０号 第２１０１.１２号 第２１０１.２０号 

第２１０６.１０号 第２１０６.９０号 

ただし、第５の３に基づく申請に対して割当てを行う物品は、関税率表

第１９類又は第２１類に分類され、全重量に占める割合が水分３％未満

の乾燥粉末であって、乳脂肪分２５％以上４０％以下、乳固形分５０％

以上６５％以下、しょ糖５０％未満の加糖されたもので、かつ、着香料

を加えた物品に限る。 

71の２ 関税暫定措置法（昭和 35年法律第 36号）別表第１第０４０１．１０号

に規定する「その他の乳製品」であって、以下の各号に該当する物品第

０４０１.１０号 第０４０１.２０号 第０４０１.４０号 第０４０１.

５０号 第０４０３．２０号  第０４０３.９０号 第０４０４.９０号 

第１８０６.２０号 第１８０６.９０号 第１９０１.１０号 第１９０

１.２０号 第１９０１.９０号 第２１０１.１２号 第２１０１.２０号 

第２１０６.１０号 第２１０６.９０号 



 

【ＣＰＴＰＰ】 

関税割当

公表番号 
割当対象物品（変更箇所は下線部） 

TWQ-JP2 （160290261、190190242、190190247、190190252、190190267）主として

小麦で作られた調製食料品（ＣＰＴＰＰ第２章 附属書２－Ｄ 付録Ａ 

第Ｂ節のＣＰＴＰＰの全ての締約国向け関税割当て（ＴＷＱ）に掲げる

ＴＷＱ－ＪＰ２の主として小麦粉で作られた調製食料品であって、関税

定率法（明治 43年法律第 54号）別表 第１６０２．９０号の２の（２）

のＡに掲げる物品並びに 第１９０１．９０号の２の（３）のＡに掲げる

物品及び同号の２の（３）のＢに掲げる物品（小売用の容器入りにした

もの（容器ともの１個の重量が５００グラム以下のものに限る。）を除

く。）のうち、小麦粉調製品） 

TWQ-JP19 （160290262、180632212、180632213、180632219、180690212、180690213、

180690219） 

ココア調製品（砂糖を加えたもので２kg 以下のものに限る。）（ＣＰＴ

ＰＰ第２章 附属書２－Ｄ付録Ａ 第Ｂ節のＣＰＴＰＰの全ての締約国

向け関税割当（ＴＷＱ）に掲げるＴＷＱ－ＪＰ１９のココア調製品（砂

糖を加えたもので２kg 以下のものに限る。）であって、関税定率法（明

治 43 年法律第 54 号）別表 第１６０２．９０号の２の（２）のＡに掲

げる物品並びに 第１８０６．３２号の２の（１）及び第１８０６．９０

号の２の（２）のＡに掲げる物品） 

TWQ-JP20 （040320191、040320231、040320241、040320291、160290263、170290219、

190120239、190190217、190190248、190190253、200899218、210112111、

210112112、210112246、210120246、210690252、210690253、210690271、

210690272、210690279、210690281） 

コーヒー、茶の混合物、調製食料品及び練り生地（ＣＰＴＰＰ第２章 附

属書２－Ｄ付録Ａ 第Ｂ節のＣＰＴＰＰの全ての締約国向け関税割当て

（ＴＷＱ）に掲げるＴＷＱ－ＪＰ２０のコーヒー、茶の混合物、調製食

料品及び練り生地であって、関税定率法（明治 43年法律第 54号）別表

第０４０３．２０号及び第１６０２．９０号の２の（２）のＡに掲げる

物品、第１７０２．９０号の２に掲げる物品（分蜜糖のものを除く。）、

第１９０１．２０号の２の（３）のＡの（ｂ）に掲げる物品（米粉調製

品及び小麦粉調製品を除く。）、第１９０１．９０号の２の（１）のＡの

（ａ）に掲げる物品（各成分のうち砂糖の重量が最大のもの以外のもの

に限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。）、同

号の２の（３）のＡの（ｂ）に掲げる物品（米粉調製品及び小麦粉調製

品を除く。）、第２００８．９９号の２の（１）のＢの（ｃ）のロに掲げ



る物品（小売用の容器入りにしたもので、容器ともの１個の重量が５０

０グラム以下のものに限る。）、第２１０１．１２号の１の（１）及び２

の（２）のＡの（ｂ）並びに第２１０１．２０号の２の（２）のＡの（ｂ）

に掲げる物品、第２１０６．９０号の２の（２）のＥの（ａ）のイに掲

げる物品（各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。）、同号の２の

（２）のＥの（ａ）のハの（イ）に掲げる物品並びに第２１０６．９０

号の２の（２）のＥの（ａ）のハの（ロ）のⅠに掲げる物品） 

TWQ-JP22 （160290264、170490210、170490230、170490290） 

ＣＰＴＰＰ産その他の砂糖菓子（ＣＰＴＰＰ第２章 附属書２－Ｄ付録

Ａ 第Ｂ節のＣＰＴＰＰの全ての締約国向け関税割当て（ＴＷＱ）に掲

げるＴＷＱ－ＪＰ２２のキャンデー類、ホワイトチョコレート及び菓子

であって、関税定率法（明治 43 年法律第 54 号）別表 第１６０２．９

０号の２の（２）のＡに掲げる物品及び 第１７０４．９０号の２に掲げ

る物品のうちキャラメル以外のもの） 

TWQ-JP23 （160290265、180631000、180632100、180690100） 

ＣＰＴＰＰ産チョコレート菓子（ＣＰＴＰＰ第２章 附属書２－Ｄ付録

Ａ 第Ｂ節のＣＰＴＰＰの全ての締約国向け関税割当て（ＴＷＱ）に掲

げるＴＷＱ－ＪＰ２３のチョコレートであって、関税定率法（明治 43

年法律第 54号）別表 第１６０２．９０号の２の（２）のＡに掲げる物

品並びに 第１８０６．３１号、第１８０６．３２号の１及び第１８０

６．９０号の１に掲げる物品） 

TWQ-JP28 （040320192、040320232、040320242、040320292、190190211） 

調製食料品（ＣＰＴＰＰ第２章 附属書２－Ｄ付録Ａ 第Ｂ節のＣＰＴＰ

Ｐの全ての締約国向け関税割当て（ＴＷＱ）に掲げるＴＷＱ－ＪＰ２８

の調製食料品であって、関税定率法（明治 43 年法律第 54 号）別表 第

０４０３．２０号に掲げる物品及び 第１９０１．９０号の２の（１）の

Ａの（ａ）に掲げる物品（各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限

る。）） 



TWQ-JP29 （040320193、040320233、040320243、040320293、190190219） 

しょ糖の含有量が全重量のうち 50％を超える調製食料品（ＣＰＴＰＰ

第２章 附属書２－Ｄ付録Ａ 第Ｂ節のＣＰＴＰＰの全ての締約国向け

関税割当て（ＴＷＱ）に掲げるＴＷＱ－ＪＰ２９のしょ糖の含有量が全

重量のうち 50％を超える調製食料品であって、関税定率法（明治 43年

法律第 54号）別表 第０４０３．２０号に掲げる物品及び 第１９０１．

９０号の２の（１）のＡの（ｂ）に掲げる物品） 

CSQ-JP21 （040410125、040410135、040410145、040410165、040410185、040490118、

040490128、040490138） 

ＣＰＴＰＰ第２章 附属書２－Ｄ 付録Ａ 第Ｃ節の国別関税割当て（Ｃ

ＳＱ）に掲げるＣＳＱ－ＪＰ21 のホエイであって、無機質濃縮ホエイ

（関税定率法（明治 43 年法律第 54 号）別表第０４０４.１０号の１に

掲げる物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に

関する法律（昭和 36年法律第 183号）第 17条第１項（指定乳製品等の

輸入）に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第２項に規定す

る農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの以外のもので、かつ、無機

質を濃縮したホエイであって、関税割当制度に関する政令別表第０４０

４.１０号の項で定める無機質を濃縮したホエイに係る数量以内のもの

以外のもので、灰分の含有率が 11％以上のものをいう。）、ホエイパー

ミエイト（関税定率法（明治 43年法律第 54号）別表第０４０４．１０

号の１の（１）に掲げる物品のうち、独立行政法人農畜産業振興機構が

畜産経営の安定に関する法律（昭和 36年法律第 183号）第 17条第１項

（指定乳製品等の輸入）に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同

条第２項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの、無機質

を濃縮したホエイ、関税割当制度に関する政令別表第０４０４．１０号

の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以

外のもので関税暫定措置法施行令（昭和 35年政令第 69号）第１条（配

合飼料の指定）に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以

内のもの並びに同表第０４０４．１０号及び第０４０４．９０号の項で

定める数量以内のもの以外のもので、たんぱく質の含有率が５％未満の

ものをいう。）及び乳幼児用調製粉乳用ホエイ（関税定率法別表第０４

０４．１０号の１に掲げる物品（独立行政法人農畜産業振興機構が畜産

経営の安定に関する法律第 17 条第１項（指定乳製品等の輸入）に規定

する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第２項に規定する農林水産

大臣の承認を受けて輸入するもの、無機質を濃縮したホエイ並びに関税

割当制度に関する政令別表第０４０４．１０号の項で定めるホエイ及び

調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので関税暫定措置

法施行令第１条に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量



以内のものを除く。）及び関税定率法別表第０４０４．９０号の１に掲

げる物品（関税割当制度に関する政令別表第０４０１．１０号、第０４

０１．２０号、第０４０１．４０号、第０４０１．５０号、第０４０３．

２０号、第０４０３．９０号、第０４０４．９０号、第１８０６．２０

号、第１８０６．９０号、第１９０１．１０号、第１９０１．２０号、

第１９０１．９０号、第２１０１．１２号、第２１０１．２０号、第２

１０６．１０号及び第２１０６．９０号の項で定める数量以内のものを

除く。）のうち、砂糖を加えたもの並びに関税割当制度に関する政令別

表第０４０４．１０号及び第０４０４．９０号の項で定める数量以内の

もの以外のもので、乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するものをいう。）

のうち、ＣＰＴＰＰの規定に基づきニュージーランドからの産品とされ

るもの。 

 

 

【日ＥＵ・ＥＰＡ】 

関税割当

公表番号 
割当対象物品（変更箇所は下線部） 

TRQ-3 （160290261、190190242、190190247、190190252、190190267） 

主として小麦で作られた調製食料品（日ＥＵ協定附属書２－Ａ第３編第

Ｂ節４に掲げるＴＲＱ－３の主として小麦で作られた調製食料品であ

って、関税定率法（明治 43 年法律第 54 号）別表 第１６０２．９０号

の２の（２）のＡに掲げる物品並びに 第１９０１．９０号の２の（３）

のＡに掲げる物品及び同号の２の（３）のＢに掲げる物品（小売用の容

器入りにしたもの（容器ともの１個の重量が５００グラム以下のものに

限る。）を除く。）のうち、小麦粉調製品） 



TRQ-11 （040320191、040320231、040320241、040320291、160290263、170290219、

190120239、190190217、190190248、190190253、200899218、210112111、

210112112、210112246、210120246、210690252、210690253、210690271、

210690272、210690281） 

コーヒー、茶の混合物、調製食料品及び練り生地（日ＥＵ協定附属書２

－Ａ第３編第Ｂ節１２に掲げるＴＲＱ－１１のコーヒー、茶の混合物、

調製食料品及び練り生地であって、関税定率法（明治 43年法律第 54号）

別表 第０４０３．２０号及び第１６０２．９０号の２の（２）のＡに掲

げる物品、第１７０２．９０号の２に掲げる物品（分蜜糖のものを除

く。）、第１９０１．２０号の２の（３）のＡの（ｂ）に掲げる物品（米

粉調製品及び小麦粉調製品を除く。）、第１９０１．９０号の２の（１）

のＡの（ａ）に掲げる物品（各成分のうち砂糖の重量が最大のもの以外

のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除

く。）、同号の２の（３）のＡの（ｂ）に掲げる物品（米粉調製品及び小

麦粉調製品を除く。）、第２００８．９９号の２の（１）のＢの（ｃ）の

ロに掲げる物品（小売用の容器入りにしたもので、容器ともの１個の重

量が５００グラム以下のものに限る。）、第２１０１．１２号の１の（１）

及び２の（２）のＡの（ｂ）並びに第２１０１．２０号の２の（２）の

Ａの（ｂ）に掲げる物品、第２１０６．９０号の２の（２）のＥの（ａ）

のイ及びハの（イ）に掲げる物品（各成分のうち砂糖の重量が最大のも

のに限る。）並びに同号の２の（２）のＥの（ａ）のハの（ロ）のⅠに

掲げる物品） 

TRQ-14 （040320192、040320232、040320242、040320292、190190211） 

調製食料品（日ＥＵ協定附属書２－Ａ第３編第Ｂ節１５に掲げるＴＲＱ

－１４の調製食料品であって、関税定率法（明治 43年法律第 54号）別

表 第０４０３．２０号に掲げる物品及び 第１９０１．９０号の２の（１）

のＡの（ａ）に掲げる物品（各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限

る。）） 

 



TRQ-15 （040320193、040320233、040320243、040320293、170113000、170114190、

180610110、180610190、190190219、200540191、200540199、200551191、

200551199、200599119、 210690282、210690284、210690510） 

調製食料品（しょ糖の含有量が全重量のうち 50％を超えるものに限

る。）及びココア粉（日ＥＵ協定附属書２－Ａ第３編第Ｂ節１６に掲げ

るＴＲＱ－１５の調製食料品（しょ糖の含有量が全重量のうち 50％を

超えるものに限る。）及びココア粉であって、関税定率法（明治 43年法

律第 54号）別表 第０４０３．２０号に掲げる物品、第１７０１．１３

号、第１７０１．１４号の１の（２）、第１８０６．１０号の１、第１

９０１．９０号の２の（１）のＡの（ｂ）、第２００５．４０号の１の

（２）、第２００５．５１号の１の（２）、第２００５．９９号の１の（１）

のＢ並びに第２１０６．９０号の２の（２）のＥの（ａ）のハの（ロ）

のⅡ及びⅢの（Ⅰ）に掲げる物品並びに同号の２の（２）のＥの（ａ）

のハの（ロ）のⅢの（Ⅱ）に掲げる物品（砂糖を除く各成分のうち、ソ

ルビトールの重量が最大のものに限る。） 

TRQ-22 （040410125、040410135、040410145、040410165、040410185、040490118、

040490128、040490138） 

日 EU 協定 附属書２－Ａ 第３編 第Ｂ節 23 の TRQ-22 のホエイであっ

て、無機質濃縮ホエイ（関税定率法（明治 43 年法律第 54 号）別表第

0404.10 号の１に掲げる物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が

畜産経営の安定に関する法律（昭和 36年法律第 183号）第 17条第１項

（指定乳製品等の輸入）に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同

条第２項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの以外の

もので、かつ、無機質を濃縮したホエイであって、関税割当制度に関す

る政令別表第 0404.10 号の項で定める無機質を濃縮したホエイに係る

数量以内のもの以外のもので、灰分の含有率が 11％以上のもの）、ホエ

イパーミエイト（同表第 0404.10号の１の（１）に掲げる物品のうち、

独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第 17 条

第１項（指定乳製品等の輸入）に規定する数量の範囲内で輸入するもの

及び同条第２項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの、

無機質を濃縮したホエイ、同令別表第 0404.10号の項で定めるホエイ及

び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので関税暫定措

置法施行令（昭和 35年政令第 69号）第１条（配合飼料の指定）に規定

する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のもの並びに同表

第 0404.10 号及び第 0404.90 号の項で定める数量以内のもの以外のも

ので、たんぱく質の含有率が５％未満のものをいう。）及び乳幼児用調

製粉乳用又は調製液状乳用ホエイ（同表第 0404.10号の１に掲げる物品

（独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第 17



条第１項（指定乳製品等の輸入）に規定する数量の範囲内で輸入するも

の及び同条第２項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するも

の、無機質を濃縮したホエイ並びに同令別表第 0404.10号の項で定める

ホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので同

条に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のものを

除く。）及び同表第 0404.90 号の１に掲げる物品（同令別表第 0401.10

号、第 0401.20 号、第 0401.40 号、第 0401.50 号、第 0403.20 号 、第

0403.90 号、第 0404.90 号、第 1806.20 号、第 1806.90 号、第 1901.10

号、第 1901.20 号、第 1901.90 号、第 2101.12 号、第 2101.20 号、第

2106.10 号及び第 2106.90 号の項で定める数量以内のものを除く。）の

うち、砂糖を加えたもの並びに同令別表第 0404.10号及び第 0404.90号

の項で定める数量以内のもの以外のもので、乳幼児用の調製粉乳又は調

製液状乳に使用するものをいう。）。 

 

【日米貿易協定】 

関税割当

公表番号 
割当対象物品（変更箇所は下線部） 

TRQ-JP6 (3) 乳幼児用調製粉乳用ホエイ等 

日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定附属書Ⅰ第Ｂ節第３款８に

掲げる TRQ-JP6のホエイであって、関税定率法別表第 0404.10号の１に

掲げる物品（独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する

法律第 17 条第１項（指定乳製品等の輸入）に規定する数量の範囲内で

輸入するもの及び同条第２項に規定する農林水産大臣の承認を受けて

輸入するもの、無機質を濃縮したホエイ並びに関税割当制度に関する政

令別表第 0404.10 号の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質

を濃縮したホエイ以外のもので関税暫定措置法施行令第１条（配合飼料

の指定）に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のも

のを除く。）及び関税定率法別表第 0404.90 号の１に掲げる物品（関税

割当制度に関する政令別表第 0401.10 号、第 0401.20 号、第 0401.40

号、第 0401.50 号、第 0403.20 号 、第 0403.90 号、第 0404.90 号、第

1806.20 号、第 1806.90 号、第 1901.10 号、第 1901.20 号、第 1901.90

号、第 2101.12号、第 2101.20号、第 2106.10号及び第 2106.90号の項

で定める数量以内のものを除く。）のうち、砂糖を加えたもの並びに同

令別表第 0404.10 号及び第 0404.90 号の項で定める数量以内のもの以

外のもので、乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもの。（関税分類番

号 0404.10-145、0404.10-185、0404.90-118、0404.90-128、0404.90-

138）。 

 



 

【その他ＥＰＡ】 

関税割当

公表番号 
割当対象物品（変更箇所は下線部） 

30 フィリピン産ソーセージ（関税定率法（明治 43年法律第 54号）別表

第１６０１．００号 の２に掲げる物品） 

37 スイス産その他の砂糖菓子（関税定率法（明治 43年法律第 54号）別

表 第１６０２．９０号の２の（２）のＡに掲げる物品のうちスイス協

定附属書１の付録１の第１節の２の(Qc)に定めるものに該当するもの

並びに 第１７０４．９０号の２に掲げる物品のうちキャンディー類及

びキャラメル以外のもの） 

39 スイス産チョコレート菓子（関税定率法（明治 43年法律第 54号）別

表 第１６０２．９０号の２の（２）のＡに掲げる物品のうちスイス協

定附属書１の付録１の第１節の２の（Qe）に定めるものに該当するも

の並びに 第１８０６．３１号、第１８０６．３２号の１及び第１８０

６．９０号の１に掲げる物品） 

51 オーストラリア産フローズンヨーグルト等のうち、 

(1) フローズンヨーグルト（関税定率法（明治 43年法律第 54号）

（以下「関税定率法」という。）第０４０３．２０号の２の（１）に

掲げる物品 のうちオーストラリア協定附属書１の第３編の第１節の２

の（38）に定めるものに該当するもの） 

54 オーストラリア産ソーセージ等（関税定率法（明治 43年法律第 54

号）別表第１６０１．００号 の２、第１６０２．１０号 の２及び第１

６０２．２０号の１に掲げる物品） 

55 オーストラリア産その他の砂糖菓子（関税定率法（明治 43年法律第

54号）別表 第１６０２．９０号の２の（２）のＡに掲げる物品のうち

オーストラリア協定附属書１の第３編の第１節の２の（47）に定める

ものに該当するもの並びに 第１７０４．９０号の２に掲げる物品のう

ちキャンデー類及びキャラメル以外のもの） 

 


