
 

 

RCEP 

市場アクセス交渉の結果概要  

-林産品- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

林野庁  

 
 



合意内容

税番
（HS2012）

概要、用途・製品の例 （対象国） （合意内容） （基準税率） （最終年税率）
060420000 植物の葉、枝その他の部分及び草、こ

け、地衣（花束、装飾用、生鮮)
対RCEP参加国 即時撤廃 3.0% → 無税

060490000 植物の葉、枝その他の部分及び草、こ
け、地衣（花束、装飾用、乾燥)

対RCEP参加国 即時撤廃 3.0% → 無税

070951000 はらたけ属のきのこ（生鮮・冷蔵） 対RCEP参加国 即時撤廃 4.3% → 無税
071151000 はらたけ属のきのこ（保存処理） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 9.0% → 無税
071190019 わらび（保存処理） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 6.0% → 無税
071190099 その他の野菜、野菜を混合したもの（保

存処理）
対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 9.0% → 無税

071190099 その他の野菜、野菜を混合したもの（保
存処理）

対韓国 除外

071231000 はらたけ属のきのこ（乾燥） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 9.0% → 無税
071290010 たけのこ（乾燥） 対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 9.0% → 無税
071290010 たけのこ（乾燥） 対韓国 除外
071290020 ぜんまい（乾燥） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 9.0% → 無税
070959020 しいたけ（生鮮・冷蔵） 対RCEP参加国 除外
070959011 まつたけ（生鮮・冷蔵） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 3.0% → 無税
070959012 トリフ（生鮮・冷蔵） 対RCEP参加国 即時撤廃 3.0% → 無税
070959090 その他のきのこ（生鮮・冷蔵） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 4.3% → 無税
070999200 その他の野菜（生鮮・冷蔵） 対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 3.0% → 無税
070999200 その他の野菜（生鮮・冷蔵） 対韓国 除外
071159000 きのこ、トリフ（保存処理） 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 9.0% → 無税
071159000 きのこ、トリフ（保存処理） 対中国、韓国 除外
071232000 きくらげ（乾燥） 対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 9.0% → 無税
071232000 きくらげ（乾燥） 対韓国 除外
071233000 白きくらげ（乾燥） 対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 9.0% → 無税
071233000 白きくらげ（乾燥） 対韓国 除外
071239010 しいたけ（乾燥） 対RCEP参加国 除外
071239090 その他のきのこ、トリフ（乾燥） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 9.0% → 無税
080111000 ココやしの実（生鮮・乾燥） 対RCEP参加国 即時撤廃 3.0% → 無税
080112000 ココやしの実（生鮮・乾燥） 対RCEP参加国 即時撤廃 3.0% → 無税
080119000 ココやしの実（生鮮・乾燥） 対RCEP参加国 即時撤廃 3.0% → 無税
080121000 ブラジルナット（殻付き・殻なし）（生鮮・乾

燥）
対RCEP参加国 即時撤廃 3.0% → 無税

080122000 ブラジルナット（殻付き・殻なし）（生鮮・乾
燥）

対RCEP参加国 即時撤廃 3.0% → 無税

080211200 スイートアーモンド（殻付き・殻なし）（生
鮮・乾燥）

対RCEP参加国 即時撤廃 2.4% → 無税

080212200 スイートアーモンド（殻付き・殻なし）（生
鮮・乾燥）

対RCEP参加国 即時撤廃 2.4% → 無税

080221000 ヘーゼルナット（殻付き・殻なし）（生鮮・
乾燥）

対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税

080222000 ヘーゼルナット（殻付き・殻なし）（生鮮・
乾燥）

対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税

080231000 くるみ（殻付き・殻なし）（生鮮・乾燥） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 10.0% → 無税
080232000 くるみ（殻付き・殻なし）（生鮮・乾燥） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 10.0% → 無税
080241000 くり（生鮮・乾燥、殻付き） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 9.6% → 9.6%
080241000 くり（生鮮・乾燥、殻付き） 対中国、韓国 除外
080242000 くり（生鮮・乾燥、殻なし） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 9.6% → 9.6%
080242000 くり（生鮮・乾燥、殻なし） 対中国、韓国 除外
080261000 マカダミアナット（生鮮・乾燥、殻付き） 対RCEP参加国 即時撤廃 5.0% → 無税
080262000 マカダミアナット（生鮮・乾燥、殻なし） 対RCEP参加国 即時撤廃 5.0% → 無税
080290300 ペカン（生鮮・乾燥） 対RCEP参加国 即時撤廃 4.5% → 無税
080270000 コーラナット（生鮮・乾燥） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 12.0% → 無税
080290900 その他のナット（生鮮・乾燥） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 12.0% → 無税
081190190 その他の果実、ナット（加糖・無糖）（冷

凍）
対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 12.0% → 無税

081190290 その他の果実、ナット（加糖・無糖）（冷
凍）

対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 12.0% → 無税

081190290 その他の果実、ナット（加糖・無糖）（冷
凍）

対韓国 除外

081290430 保存処理したくり 対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 9.6% → 無税
081290430 保存処理したくり 対韓国 除外
081290490 保存処理したその他の果実、ナット 対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 12.0% → 無税
081290490 保存処理したその他の果実、ナット 対韓国 除外
081350010 ナット又は乾燥果実を混合したもの 対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税
081350090 ナット又は乾燥果実を混合したもの 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 12.0% → 無税
121190991 びゃくだん 対RCEP参加国 即時撤廃 2.5% → 無税
121190999 その他の香料用、医療用等に供する植

物及びその部分（生鮮・乾燥）
対RCEP参加国 即時撤廃 2.5% → 無税

130190100 セラックその他の精製ラック 対RCEP参加国 即時撤廃 17.0% → 無税
130219231 その他の植物性の液汁、エキス（アル

コール分50%以上のもの）
対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税

RCEPアクセス交渉の結果概要

注：税番はHS2012版（2014年1月現在）による。合意内容に記載した関税撤廃・削減の基準となる税率（基準税率）は、協定で規定された
     2014年1月1日の最恵国税率。
注：一部、他局庁との共管品目を含む。
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合意内容

税番
（HS2012）

概要、用途・製品の例 （対象国） （合意内容） （基準税率） （最終年税率）
140110000 竹 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 8.5% → 無税
140190210 くずのつる 対RCEP参加国 即時撤廃 3.0% → 無税
140190290 その他の組物に使用する植物性材料 対RCEP参加国 即時撤廃 3.0% → 無税
140490300 たぶの木、へちまの植物性生産品 対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税
140490410 水ごけ 対RCEP参加国 即時撤廃 3.0% → 無税
140490491 かしわの葉 対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税
140490492 さるとりいばらの葉 対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税
140490499 その他の植物性生産品 対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税
151590300 漆ろう、はぜろう 対RCEP参加国 即時撤廃 4.0% → 無税
152190010 みつろう 対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 12.8% → 無税
152190010 みつろう 対韓国 除外
152190099 その他の昆虫ろう 対RCEP参加国 即時撤廃 4.5% → 無税
200190140 その他の野菜、果実、ナット等（食酢等で

調製したもの）（加糖）
対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 15.0% → 無税

200190140 その他の野菜、果実、ナット等（食酢等で
調製したもの）（加糖）

対韓国 除外

200190290 その他の野菜、果実、ナット等（食酢等で
調製したもの）（無糖）

対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 12.0% → 無税

200190290 その他の野菜、果実、ナット等（食酢等で
調製したもの）（無糖）

対韓国 除外

200490220 調製したたけのこ 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 13.6% → 無税
200591100 調製したたけのこ 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 13.4% → 13.4%
200591100 調製したたけのこ 対中国、韓国 除外
200591900 調製したたけのこ 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 13.6% → 無税
200591900 調製したたけのこ 対中国、韓国 除外
200600010 マロングラッセ 対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 12.6% → 無税
200600010 マロングラッセ 対韓国 除外
200799221 フルーツピューレ及びフルーツペースト

（無糖）（かんきつ類以外）
対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 21.3% → 無税

200799221 フルーツピューレ及びフルーツペースト
（無糖）（かんきつ類以外）

対韓国 除外

200799219 果実又はナットのピューレー及びペース
ト(加糖・無糖)(かんきつ類以外)(フルーツ
ピューレー及びフルーツペースト以外)

対RCEP参加国 段階的に16年目に関税撤廃 34.0% → 無税

200799229 果実又はナットのピューレー及びペース
ト(加糖・無糖)(かんきつ類以外)(フルーツ
ピューレー及びフルーツペースト以外)

対RCEP参加国 段階的に16年目に関税撤廃 21.3% → 無税

200819110 調製したナット（混合したものを含む）(パ
ルプ状のもの)(加糖)

対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 21.0% → 無税

200819199 調製したナット(加糖)(その他のもの) 対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 16.8% → 無税
200819199 調製したナット(加糖)(その他のもの) 対韓国 除外
200819219 調製したナット(パルプ状のもの)(無糖)(そ

の他のもの)
対RCEP参加国 即時撤廃 10.0% → 無税

200819228 調製したナット(いったもの)(無糖)(その他
のもの)

対ASEAN、豪州、NZ、中国 段階的に16年目に関税撤廃 5.0% → 無税

200819228 調製したナット(いったもの)(無糖)(その他
のもの)

対韓国 除外

200819229 調製したナット(いってないもの)(無糖)(そ
の他のもの)

対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 12.0% → 無税

200819191 調製したカシューナット(加糖) 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 11.0% → 無税
200819211 調製したカシューナット(無糖） 対RCEP参加国 即時撤廃 10.0% → 無税
200819225 調製したカシューナット(無糖） 対RCEP参加国 即時撤廃 10.0% → 無税
200819192 いったナット(カシューナットを除く。)(砂糖

を加えたもの)
対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 11.0% → 無税

200819193 調製したくり（加糖）（気密容器入り） 対ASEAN、豪州、NZ 即時関税削減 16.8% → 5.3%
200819193 調製したくり（加糖）（気密容器入り） 対中国、韓国 除外
200819221 調製したマカダミアナット（無糖） 対RCEP参加国 即時撤廃 5.0% → 無税
200819227 調製したマカダミアナット（無糖） 対RCEP参加国 即時撤廃 5.0% → 無税
200819222 調製したアーモンド（いったもの）（無糖） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 5.0% → 無税
200819223 調製したペカン（いったもの）（無糖） 対RCEP参加国 即時撤廃 5.0% → 無税
200819224 調製したココヤシ、ブラジルナット、パラダ

イスナット、ヘーゼルナット（無糖）
対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 10.0% → 無税

200819226 調製したぎんなん（無糖） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 12.0% → 無税
200310100 調製きのこ（加糖） 対RCEP参加国 即時撤廃 13.4% → 無税
200310219 調製きのこ（気密容器入りで10kg以下）

（無糖）（フレンチマッシュルーム以外）
対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 9.6% → 無税

200310220 その他の調製きのこ（無糖） 対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 10.5% → 無税
200390010 調製トリフ（気密容器入りで10kg以下） 対RCEP参加国 即時撤廃 9.6% → 無税
200390020 その他の調製トリフ 対RCEP参加国 即時撤廃 10.5% → 無税
200390100 調製きのこ（加糖）（はらたけ属・トリフ以

外）
対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 13.4% → 無税

200390210 調製きのこ（気密容器入り）（無糖）（はら
たけ属・トリフ以外）

対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 9.6% → 無税

200390220 調製きのこ（無糖）（はらたけ属・トリフ以
外）

対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 10.5% → 無税

200600029 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、
果皮その他植物の部分（その他のもの）

対RCEP参加国 段階的に11年目に関税撤廃 18.0% → 無税

270120000 石炭から製造した練炭、豆炭等固形燃料 対RCEP参加国 即時撤廃 3.9% → 無税

291429019 しょう脳(融点が175度以上のもの) 対RCEP参加国 即時撤廃 5.4% → 無税
320190100 タンニン及びその誘導体 対RCEP参加国 即時撤廃 2.5% → 無税
380210000 活性炭 対RCEP参加国 即時撤廃 2.9% → 無税
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合意内容

税番
（HS2012）

概要、用途・製品の例 （対象国） （合意内容） （基準税率） （最終年税率）
380590900 その他のテルペン油、ジペンテン、亜硫

酸テレビンその他のパラシメン(粗のもの)
対RCEP参加国 即時撤廃 2.5% → 無税

380630000 エステルガム 対RCEP参加国 即時撤廃 3.3% → 無税
440399100 桐の丸太 対RCEP参加国 即時撤廃 3.5% → 無税
440410210 木製の棒 対RCEP参加国 即時撤廃 5.0% → 無税
440420210 木製の棒 対RCEP参加国 即時撤廃 5.0% → 無税
440410290 チップウッド 対RCEP参加国 即時撤廃 7.5% → 無税
440420290 チップウッド 対RCEP参加国 即時撤廃 7.5% → 無税
440500000 木毛、木粉 対RCEP参加国 即時撤廃 2.5% → 無税
440710110 SPF製材 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 4.8% → 無税
440710110 SPF製材 対中国、韓国 除外
440710121 SPF製材 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 4.8% → 無税
440710121 SPF製材 対中国、韓国 除外
440710129 SPF製材 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 4.8% → 無税
440710129 SPF製材 対中国、韓国 除外
440710210 カラマツ属製材 対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税
440710290 カラマツ属製材 対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税
440725010 熱帯木材製材(ダークレットメランチ等、

熱帯産以外のふたばがき科）
対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税

440725090 熱帯木材製材(ダークレットメランチ等、
熱帯産以外のふたばがき科）

対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税

440799310 熱帯木材製材(ダークレットメランチ等、
熱帯産以外のふたばがき科）

対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税

440799390 熱帯木材製材(ダークレットメランチ等、
熱帯産以外のふたばがき科）

対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税

440726090 熱帯木材製材（ホワイトラワン等、フタバ
ガキ科　かんな無し）

対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税

440729190 熱帯木材製材（ホワイトラワン等、フタバ
ガキ科　かんな無し）

対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税

440726010 熱帯木材製材（ホワイトラワン等、フタバ
ガキ科　かんな有り）

対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に16年目に関税撤廃 6.0% → 無税

440726010 熱帯木材製材（ホワイトラワン等、フタバ
ガキ科　かんな有り）

対中国 除外

440729110 熱帯木材製材（ホワイトラワン等、フタバ
ガキ科　かんな有り）

対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 6.0% → 無税

440729110 熱帯木材製材（ホワイトラワン等、フタバ
ガキ科　かんな有り）

対中国、韓国 除外

440810110 単板（積層木材平削り）（針葉樹（インセ
ンスシーダー以外））

対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税

440810190 単板（積層木材平削り）（針葉樹（インセ
ンスシーダー以外））

対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税

440810210 単板（合板用）（針葉樹（インセンスシー
ダー以外））

対RCEP参加国 即時撤廃 5.0% → 無税

440810290 単板（積層木材平削り・合板用以外）（針
葉樹（インセンスシーダー以外））

対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 5.0% → 無税

440810290 単板（積層木材平削り・合板用以外）（針
葉樹（インセンスシーダー以外））

対中国 除外

440831110 単板（積層木材平削り）（ダークレットメラ
ンチ等）

対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 6.0% → 無税

440831110 単板（積層木材平削り）（ダークレットメラ
ンチ等）

対中国 除外

440831190 単板（積層木材平削り）（ダークレットメラ
ンチ等）

440831190 単板（積層木材平削り）（ダークレットメラ
ンチ等）

440831210 単板（合板用）（ダークレットメランチ等） 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 5.0% → 無税
440831210 単板（合板用）（ダークレットメランチ等） 対中国 除外
440831290 単板（積層木材平削り・合板用以外）

（ダークウッドメランチ等）
対RCEP参加国 即時撤廃 5.0% → 無税

440839110 単板（積層木材平削り）（パドック等） 対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税
440839120 単板（積層木材平削り）（パドック等） 対RCEP参加国 即時撤廃 6.0% → 無税
440839190 単板（積層木材平削り以外）（パドック等） 対RCEP参加国 即時撤廃 5.6% → 無税
440839410 単板（集成材平削り）（熱帯産その他） 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 6.0% → 無税
440839410 単板（集成材平削り）（熱帯産その他） 対中国 除外
440839420 単板（その他積層木材平削り）（熱帯産そ

の他）
対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 6.0% → 無税

440839420 単板（その他積層木材平削り）（熱帯産そ
の他）

対中国、韓国 除外

440839910 単板（合板用）（熱帯産その他） 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 5.0% → 無税
440839910 単板（合板用）（熱帯産その他） 対中国 除外
440839990 単板（積層木材平削り・合板用以外）（熱

帯産その他）
対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 5.0% → 無税

440839990 単板（積層木材平削り・合板用以外）（熱
帯産その他）

対中国 除外

440839510 単板（積層木材平削り）（チーク） 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 6.0% → 無税
440839510 単板（積層木材平削り）（チーク） 対中国 除外
440839520 単板（積層木材平削り）（チーク） 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 6.0% → 無税
440839520 単板（積層木材平削り）（チーク） 対中国 除外
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440890110 単板（積層木材平削り）（ツゲ等） 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 6.0% → 無税
440890110 単板（積層木材平削り）（ツゲ等） 対中国 除外
440890120 単板（積層木材平削り）（ツゲ等） 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 6.0% → 無税
440890120 単板（積層木材平削り）（ツゲ等） 対中国 除外
440890190 単板（積層木材平削り以外）（ツゲ等） 対RCEP参加国 即時撤廃 5.6% → 無税
440890510 単板（積層木材平削り）（その他L） 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 6.0% → 無税
440890510 単板（積層木材平削り）（その他L） 対中国 除外
440890520 単板（積層木材平削り）（その他L） 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 6.0% → 無税
440890520 単板（積層木材平削り）（その他L） 対中国 除外
440890610 単板（積層木材平削り以外）（その他L） 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 5.0% → 無税
440890610 単板（積層木材平削り以外）（その他L） 対中国、韓国 除外
440890690 単板（積層木材平削り以外）（その他L） 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 5.0% → 無税
440890690 単板（積層木材平削り以外）（その他L） 対中国、韓国 除外
440910100 引抜材 対RCEP参加国 即時撤廃 3.7% → 無税
440929100
440921100 引抜材　竹製 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 7.5% → 無税
440921100 引抜材　竹 対中国 除外
440910200 玉縁・繰形　Ｎ 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 3.6% → 無税
440910200 玉縁・繰形　Ｎ 対中国、韓国 除外
440921200 玉縁・繰形　竹製 対RCEP参加国 即時撤廃 3.6% → 無税
440929200 玉縁・繰形　Ｌ 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 3.6% → 無税
440929200 玉縁・繰形　Ｌ 対中国 除外
440910310 さねはぎ加工（SPFまたはカラマツ） 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 5.0% → 無税
440910310 さねはぎ加工（SPFまたはカラマツ） 対中国、韓国 除外
440929910 さねはぎ加工（ﾌﾀﾊﾞｶﾞｷ科） 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に16年目に関税撤廃 5.0% → 無税
440929910 さねはぎ加工（ﾌﾀﾊﾞｶﾞｷ科） 対中国 除外
441011110 パーティクルボード 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 6.0% → 無税
441011110 パーティクルボード 対中国、韓国 除外
441011120 パーティクルボード 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 6.0% → 無税
441011120 パーティクルボード 対中国、韓国 除外
441011190 パーティクルボード 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 6.0% → 無税
441011190 パーティクルボード 対中国、韓国 除外
441011900 パーティクルボード 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 5.0% → 無税
441011900 パーティクルボード 対中国、韓国 除外
441012110 OSB

(オリエンテッドストランドボード)
対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 6.0% → 無税

441012110 OSB
(オリエンテッドストランドボード)

対中国、韓国 除外

441012190 OSB
(オリエンテッドストランドボード)

対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 6.0% → 無税

441012190 OSB
(オリエンテッドストランドボード)

対中国、韓国 除外

441012900 OSB
(オリエンテッドストランドボード)

対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 5.0% → 無税

441012900 OSB
(オリエンテッドストランドボード)

対中国、韓国 除外

441019100 その他のボード類 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 6.0% → 無税
441019100 その他のボード類 対中国 除外
441019900 その他のボード類 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 5.0% → 無税
441019900 その他のボード類 対中国 除外
441090100 その他のボード類 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 7.9% → 無税
441090100 その他のボード類 対中国 除外
441090900 その他のボード類 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 6.6% → 無税
441090900 その他のボード類 対中国 除外
441112100 MDF（5mm超、0.8g/cm3超　以外） 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 2.6% → 無税
441112100 MDF（5mm超、0.8g/cm3超　以外） 対中国、韓国 除外
441112200 MDF（5mm超、0.8g/cm3超　以外） 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 2.6% → 無税
441112200 MDF（5mm超、0.8g/cm3超　以外） 対中国、韓国 除外
441113200 MDF（5mm超、0.8g/cm3超　以外） 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 2.6% → 無税
441113200 MDF（5mm超、0.8g/cm3超　以外） 対中国、韓国 除外
441114200 MDF（5mm超、0.8g/cm3超　以外） 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 2.6% → 無税
441114200 MDF（5mm超、0.8g/cm3超　以外） 対中国、韓国 除外
441113100 MDF（5mm超、0.8g/cm3超） 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 2.6% → 無税
441113100 MDF（5mm超、0.8g/cm3超） 対中国 除外
441114100 MDF（5mm超、0.8g/cm3超） 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 2.6% → 無税
441114100 MDF（5mm超、0.8g/cm3超） 対中国 除外
441192000 その他の繊維板 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 2.6% → 無税
441192000 その他の繊維板 対中国 除外
441193000 その他の繊維板 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 2.6% → 無税
441193000 その他の繊維板 対中国 除外
441194000 その他の繊維板 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 段階的に11年目に関税撤廃 2.6% → 無税
441194000 その他の繊維板 対中国 除外
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441210111 合板（竹製のもの） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 10.0% → 10.0%
441210111 合板（竹製のもの） 対中国、韓国 除外
441210119 合板（竹製のもの） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 10.0% → 10.0%
441210119 合板（竹製のもの） 対中国、韓国 除外
441210191 合板（竹製のもの） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 10.0% → 10.0%
441210191 合板（竹製のもの） 対中国、韓国 除外
441210199 合板（竹製のもの） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 8.5% → 8.5%
441210199 合板（竹製のもの） 対中国、韓国 除外
441210211 合板（竹製のもの） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441210211 合板（竹製のもの） 対中国、韓国 除外
441210219 合板（竹製のもの） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441210219 合板（竹製のもの） 対中国、韓国 除外
441210291 合板（竹製のもの） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441210291 合板（竹製のもの） 対中国、韓国 除外
441210299 合板（竹製のもの） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441210299 合板（竹製のもの） 対中国、韓国 除外
441210910 竹製の積層木材、ベニアドパネル等（合

板以外）
対ASEAN、豪州、NZ 即時関税削減 6.0% → 5.0%

441210910 竹製の積層木材、ベニアドパネル等（合
板以外）

対中国、韓国 除外

441210990 竹製の積層木材、ベニアドパネル等（合
板以外）

対ASEAN、豪州、NZ 即時関税削減 6.0% → 5.0%

441210990 竹製の積層木材、ベニアドパネル等（合
板以外）

対中国、韓国 除外

441231111 熱帯産木材合板（14種） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 10.0% → 10.0%
441231111 熱帯産木材合板（14種） 対中国、韓国 除外
441231191 熱帯産木材合板（14種） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 10.0% → 10.0%
441231191 熱帯産木材合板（14種） 対中国、韓国 除外
441231911 熱帯産木材合板（14種） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 10.0% → 10.0%
441231911 熱帯産木材合板（14種） 対中国、韓国 除外
441231921 熱帯産木材合板（14種） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 10.0% → 10.0%
441231921 熱帯産木材合板（14種） 対中国、韓国 除外
441231931 熱帯産木材合板（14種） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 8.5% → 8.5%
441231931 熱帯産木材合板（14種） 対中国、韓国 除外
441231941 熱帯産木材合板（14種） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 8.5% → 8.5%
441231941 熱帯産木材合板（14種） 対中国、韓国 除外
441231951 熱帯産木材合板（14種） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 8.5% → 8.5%
441231951 熱帯産木材合板（14種） 対中国、韓国 除外
441231119 熱帯産木材合板（その他） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441231119 熱帯産木材合板（その他） 対中国、韓国 除外
441231199 熱帯産木材合板（その他） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441231199 熱帯産木材合板（その他） 対中国、韓国 除外
441231919 熱帯産木材合板（その他） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441231919 熱帯産木材合板（その他） 対中国、韓国 除外
441231929 熱帯産木材合板（その他） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441231929 熱帯産木材合板（その他） 対中国、韓国 除外
441231939 熱帯産木材合板（その他） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441231939 熱帯産木材合板（その他） 対中国、韓国 除外
441231949 熱帯産木材合板（その他） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441231949 熱帯産木材合板（その他） 対中国、韓国 除外
441231959 熱帯産木材合板（その他） 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441231959 熱帯産木材合板（その他） 対中国、韓国 除外
441232110 広葉樹合板 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441232110 広葉樹合板 対中国、韓国 除外
441232190 広葉樹合板 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441232190 広葉樹合板 対中国、韓国 除外
441232911 広葉樹合板 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441232911 広葉樹合板 対中国、韓国 除外
441232912 広葉樹合板 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441232912 広葉樹合板 対中国、韓国 除外
441232991 広葉樹合板 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441232991 広葉樹合板 対中国、韓国 除外
441232992 広葉樹合板 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441232992 広葉樹合板 対中国、韓国 除外
441232993 広葉樹合板 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441232993 広葉樹合板 対中国、韓国 除外
441239110 針葉樹合板 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441239110 針葉樹合板 対中国、韓国 除外
441239190 針葉樹合板 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441239190 針葉樹合板 対中国、韓国 除外
441239910 針葉樹合板 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441239190 針葉樹合板 対中国、韓国 除外
441239991 針葉樹合板 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441239190 針葉樹合板 対中国、韓国 除外
441239992 針葉樹合板 対ASEAN、豪州、NZ 基準税率維持 6.0% → 6.0%
441239190 針葉樹合板 対中国、韓国 除外
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441294110 ブロックボード、バッテンボード、その他 対ASEAN、豪州、NZ 即時関税削減 6.0% → 5.0%
441294110 ブロックボード、バッテンボード、その他 対中国、韓国 除外
441294190 ブロックボード、バッテンボード、その他 対ASEAN、豪州、NZ 即時関税削減 6.0% → 5.0%
441294190 ブロックボード、バッテンボード、その他 対中国、韓国 除外
441294900 ブロックボード、バッテンボード、その他 対ASEAN、豪州、NZ 即時関税削減 6.0% → 5.0%
441294900 ブロックボード、バッテンボード、その他 対中国、韓国 除外
441299110 造作用集成材 対ASEAN、豪州、NZ 即時関税削減 6.0% → 5.0%
441299110 造作用集成材 対中国、韓国 除外
441299120 造作用集成材 対ASEAN、豪州、NZ 即時関税削減 6.0% → 5.0%
441299120 造作用集成材 対中国、韓国 除外
441299190 造作用集成材 対ASEAN、豪州、NZ 即時関税削減 6.0% → 5.0%
441299190 造作用集成材 対中国、韓国 除外
441299910 造作用LVL 対ASEAN、豪州、NZ 即時関税削減 6.0% → 5.0%
441299910 造作用LVL 対中国、韓国 除外
441299920 造作用LVL 対ASEAN、豪州、NZ 即時関税削減 6.0% → 5.0%
441299920 造作用LVL 対中国、韓国 除外
441299990 造作用LVL 対ASEAN、豪州、NZ 即時関税削減 6.0% → 5.0%
441299990 造作用LVL 対中国、韓国 除外
441300000 改良木材 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 7.0% → 無税
441300000 改良木材 対中国、韓国 除外
441400000 木製の額縁 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 3.2% → 無税
441400000 木製の額縁 対中国、韓国 除外
441510000 木製のケース 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 2.8% → 無税
441510000 木製のケース 対中国 除外
441520000 木製のパレット 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 3.9% → 無税
441520000 木製のパレット 対中国、韓国 除外
441600000 木製のたる、おけ 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 2.2% → 無税
441600000 木製のたる、おけ 対中国 除外
441700010 木製の工具 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 2.2% → 無税
441700010 木製の工具 対中国 除外
441700020 木製の工具 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 2.8% → 無税
441700020 木製の工具 対中国 除外
441840000 木製コンクリート型枠 対RCEP参加国 即時撤廃 2.0% → 無税
441850000 こけら板 対RCEP参加国 即時撤廃 2.9% → 無税
441860000 くい、はり 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 3.9% → 無税
441860000 くい、はり 対中国、韓国 除外
441871000 組み合わせた床用パネル 対RCEP参加国 即時撤廃 2.0% → 無税
441872000 組み合わせた床用パネル 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 2.0% → 無税
441872000 組み合わせた床用パネル 対中国、韓国 除外
441879000 組み合わせた床用パネル 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 2.0% → 無税
441879000 組み合わせた床用パネル 対中国、韓国 除外
441890100 セルラーウッドパネル 対RCEP参加国 即時撤廃 5.0% → 無税
441890221 欄間（木製のもの） 対RCEP参加国 即時撤廃 2.0% → 無税
441890231 構造用集成材 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 3.9% → 無税
441890231 構造用集成材 対中国、韓国 除外
441890232 構造用集成材 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 3.9% → 無税
441890232 構造用集成材 対中国、韓国 除外
441890233 構造用集成材 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 3.9% → 無税
441890233 構造用集成材 対中国、韓国 除外
441890223 その他床用パネル 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 2.0% → 無税
441890223 その他床用パネル 対中国、韓国 除外
441890229 建築用木工品 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 3.9% → 無税
441890229 建築用木工品 対中国、韓国 除外
441900110 割りばし 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 4.7% → 無税
441900110 割りばし 対中国、韓国 除外
441900190 割りばし 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 4.7% → 無税
441900190 割りばし 対中国、韓国 除外
441900900 木製の食卓用品、台所用品 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 2.7% → 無税
441900900 木製の食卓用品、台所用品 対中国、韓国 除外
442090010 寄木、象眼 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 10.0% → 無税
442090010 寄木、象眼 対中国 除外
442090090 宝石用又は刃物用の箱 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 2.7% → 無税
442090090 宝石用又は刃物用の箱 対中国、韓国 除外
442110000 木製ハンガー 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 3.9% → 無税
442110000 木製ハンガー 対中国、韓国 除外
442190100 竹串 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 10.0% → 無税
442190100 竹串 対中国、韓国 除外
442190910 かりん、つげ、コクタン、シタン製の木製

品
対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 3.8% → 無税

442190910 かりん、つげ、コクタン、シタン製の木製
品

対中国 除外

442190920 扇子等 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 3.9% → 無税
442190920 扇子等 対中国 除外
442190991 フリー板 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 2.9% → 無税
442190991 フリー板 対中国、韓国 除外
442190999 その他木製品 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 2.9% → 無税
442190999 その他木製品 対中国、韓国 除外
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460121000 敷物、すだれ等 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 3.3% → 無税
460121000 敷物、すだれ等 対中国 除外
460122000 敷物、すだれ等 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 3.3% → 無税
460122000 敷物、すだれ等 対中国 除外
460129100 敷物、すだれ等 対ASEAN、豪州、NZ 段階的に16年目に関税撤廃 6.0% → 無税
460129100 敷物、すだれ等 対中国、韓国 除外
460129910 敷物、すだれ等 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 3.3% → 無税
460129910 敷物、すだれ等 対中国 除外
460129990 敷物、すだれ等 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 3.3% → 無税
460129990 敷物、すだれ等 対中国 除外
460192000 組物材料の物品を平行につないだ又は

織った物品(シート状）
対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 3.3% → 無税

460192000 組物材料の物品を平行につないだ又は
織った物品(シート状）

対中国 除外

460193000 組物材料の物品を平行につないだ又は
織った物品(シート状）

対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 3.3% → 無税

460193000 組物材料の物品を平行につないだ又は
織った物品(シート状）

対中国 除外

460211100 扇子及びうちわ並びにこれらの部分品 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 3.4% → 無税
460211100 扇子及びうちわ並びにこれらの部分品 対中国 除外
460290010 扇子及びうちわ並びにこれらの部分品 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 2.5% → 無税
460290010 扇子及びうちわ並びにこれらの部分品 対中国 除外
460211900 かご細工物、枝条細工物 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 7.9% → 無税
460211900 かご細工物、枝条細工物 対中国 除外
460212000 かご細工物、枝条細工物 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 7.9% → 無税
460212000 かご細工物、枝条細工物 対中国 除外
460219999 かご細工物、枝条細工物 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 7.9% → 無税
460219999 かご細工物、枝条細工物 対中国 除外
460290020 かご細工物、枝条細工物 対ASEAN、豪州、NZ、韓国 即時撤廃 2.8% → 無税
460290020 かご細工物、枝条細工物 対中国 除外
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