
令 和 ２ 年 ３ 月                                  

農林水産省国際経済課 

 

 

経済連携協定に基づく関税割当証明書（輸入国管理品目）の交付について 

 

 

例年、4 月 1 日以降に農林水産省へご来省いただき、「関税割当証明書」を交付して

おりましたが、令和２年４月１日付関税割当証明書の交付につきましては、新型コロ

ナウィルスの感染リスクを低減する観点から、原則として、簡易書留による郵送※と

させていただきます。 

なお、来省による交付を希望される場合は、令和 2 年 3 月 26 日（木）までに別紙 

連絡先へご連絡ください。 

 

※準備出来次第郵送いたしますが、到着は 4 月 1 日～6 日前後となる可能性があり 

ます。 



関税割当公表番号 品目 担当課 連絡先 担当者

＜日EU＞

ＴＲＱ－２ 混合物及び練り生地並びにケーキミックス 政策統括官付貿易業務課 03-6744-1253 伊藤、芦田

ＴＲＱ－３ 主として小麦で作られた調製食料品 政策統括官付貿易業務課 03-6744-1253 伊藤、芦田

ＴＲＱ－１１ コーヒー、茶の混合物、調製食料品及び練り生地 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＲＱ－１２ 調製食料品 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＲＱ－１３ ぶどう糖及び果糖 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＲＱ－１４ 調製食料品 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＲＱ－１５ 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 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＲＱ－１７ でん粉等 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＲＱ－１８ 低脂肪調製食用脂 食料産業局食品製造課 03-6744-0480 本川

ＴＲＱ－１９ 無糖ココア調製品 食料産業局食品製造課 03-3502-5747 小長谷

ＴＲＱ－２１ 無糖れん乳 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

ＴＲＱ－２２ ホエイ 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

ＴＲＱ－２３ バター、脱脂粉乳、粉乳、バターミルクパウダー及び加糖れん乳 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

ＴＲＱ－２４ 粉乳（チョコレート原料用） 食料産業局食品製造課 03-3502-5747 小長谷

ＴＲＱ－２５ チーズ 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

＜CPTPP＞

ＴＷＱ－２ 主として小麦で作られた調製食料品 政策統括官付貿易業務課 03-6744-1253 伊藤、芦田

ＴＷＱ－８ シュレッドチーズの原料として使用するフレッシュチーズ 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

ＴＷＱ－９ バター 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

ＴＷＱ－１０ 脱脂粉乳 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

ＴＷＱ－１１ 粉乳及びバターミルクパウダー 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

ＴＷＱ－１２ 粉乳（チョコレート原料用） 食料産業局食品製造課 03-3502-5747 小長谷

ＴＷＱ－１３ 無糖ココア調製品 食料産業局食品製造課 03-3502-5747 小長谷

ＴＷＱ－１４ 無糖ココア調製品（チョコレート原料用） 食料産業局食品製造課 03-3502-5747 小長谷

ＴＷＱ－１５ 低脂肪調製食用脂 食料産業局食品製造課 03-6744-0480 本川

ＴＷＱ－１６ 無糖れん乳 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

ＴＷＱ－１７ 加糖れん乳 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

ＴＷＱ－１９ ココア調製品（砂糖を加えたもので二キログラム以下のものに限る。） 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＷＱ－２０ コーヒー、茶の混合物、調製食料品及び練り生地 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＷＱ－２２ その他の砂糖菓子 食料産業局食品製造課 03-3502-5747 小長谷

ＴＷＱ－２３ チョコレート菓子 食料産業局食品製造課 03-3502-5747 小長谷

ＴＷＱ－２４ 調製食料品 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＷＱ－２６ ココア粉 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＷＱ－２７ ココア調製品（砂糖を加えたもので２キログラムを超えるものに限る。） 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＷＱ－２８ 調製食料品 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＷＱ－２９ しょ糖の含有量が全重量のうち５０パーセントを超える調製食料品 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＷＱ－３１ 砂糖及び酪農品を含有する調製食料品 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＴＷＱ－３３ でん粉 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

ＣＳＱ－４ 混合物及び練り生地並びにケーキミックス 政策統括官付貿易業務課 03-6744-1253 伊藤、芦田

ＣＳＱ－１８ ホエイ（オーストラリア産の無機質を濃縮したもの） 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

ＣＳＱ－２１ ニュージーランド産ホエイ 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

別紙



＜日米＞

TRQ-JP1 混合物及び練り生地並びにケーキミックス 政策統括官付貿易業務課 03-6744-1253 伊藤、芦田

TRQ-JP6 ホエイ 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

TRQ-JP7 ぶどう糖及び果糖 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

＜日メキシコ＞

7 トマトピューレー・ペースト（トマトケチャップ・ソース製造用） 生産局園芸作物課 03-3501-4096 相澤、加藤

＜日チリ＞　

19 トマトピューレー・ペースト(トマトケチャップ・ソース製造用) 生産局園芸作物課 03-3501-4096 相澤、加藤

＜日タイ＞　

23 甘しゃ糖みつ 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

24 エステル化でん粉その他のでん粉誘導体 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

＜日インドネシア＞

27 ソルビトール 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

＜日フィリピン＞　

28 鶏肉 生産局畜産部食肉鶏卵課 03-3502-8181 菅原、渡邊

29 生鮮パイナップル（900ｇ未満のもの） 生産局園芸作物課 03-3502-5958 横田、棟方

30 ソーセージ 生産局畜産部食肉鶏卵課 03-3502-8181 谷川、上條

31 豚肉調製品 生産局畜産部食肉鶏卵課 03-3502-8181 谷川、上條

32 マスコバド糖 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

33 甘しゃ糖みつ 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田

34 アイスクリーム 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

＜日スイス＞　

36 スイス特産ナチュラルチーズ 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

37 その他の砂糖菓子 食料産業局食品製造課 03-3502-5747 小長谷

38 無糖ココア調製品 食料産業局食品製造課 03-3502-5747 小長谷

39 チョコレート菓子 食料産業局食品製造課 03-3502-5747 小長谷

40 チーズフォンデュ 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

＜日ペルー＞

44 とうもろこし 食料産業局食品製造課 03-3502-5747 齋藤

＜日オーストラリア＞

47 馬 生産局畜産部競馬監督課 03-3502-5995 鶴田、坪井

51 フローズンヨーグルト等 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

52 ナチュラルチーズ 生産局畜産部牛乳乳製品課 03-6744-2127 酒井、大谷

55 その他の砂糖菓子 食料産業局食品製造課 03-3502-5747 小長谷

56 無糖ココア調製品（チョコレート原料用） 食料産業局食品製造課 03-3502-5747 小長谷

58 エステル化でん粉その他のでん粉誘導体 政策統括官付地域作物課 03-6744-2116 藤田


