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ステップ１：輸出貨物のHS番号（関税率表番号）の特定

ステップ２：EPA税率の対象品目か否かの確定

ステップ３：特恵マージン（一般税率とEPA税率の差）を確認

ステップ５：原産地規則を満たすかを確認

ステップ６：原産地証明の作成

ステップ７：相手国での輸入手続（ EPA税率の適用）

ステップ８：証明資料の保存

ステップ９：税関の事後の確認（輸入国税関からの検証等）への対応

ステップ４：関税割当等の対象か否かを確認

EPAの輸出利用ス
テップを整理し、
まとめよう

３．EPA利用（EU協定）の手続き



ステップ５：原産地規則を満たすかを確認（EU協定を利用してEUへ輸出する場合）
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日本

３．EPA利用（EU協定）の手続き

蒸す

（米国産）

種麹
（日本産）

大豆

（豪州産）

炒る、砕く
小麦

混合
麹

水に溶かす

（日本産）

食塩

仕込み、発酵、熟成、圧搾等

醤油
(2103.10号)

食塩水

（日本産）

EU協定の原産地規則
において、
日本原産としてOK！



HSコード 産品名 HSコード 部品（材料）名 価額

2103.10 醤油 1201.90 大豆

1001.99 小麦

3002.90 麹菌 日本産

2501.00 食塩 日本産

2201.10 水 日本産

原産情報等
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３．EPA利用（EU協定）の手続き

実務的には、全ての原材料を記載した
このような対比表を作成して原産性を確認

HS番号の上４桁の変更がOK
（1201 → 2103）
（1001 → 2103）

HS番号 品目別原産地規則 意味

2103.10 CTH
非原産材料HS番号の上４桁が加工
によって変更されれば原産性を付与

EU協定における醤油（2103.10号）の品目別原産地規則

ステップ５：原産地規則を満たすかを確認（EU協定を利用してEUへ輸出する場合）
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３．EPA利用（EU協定）の手続き

醤油（2103.10号）の製造工程表 例

※しょうゆ情報センター ホームページを参考に作成
https://www.soysauce.or.jp/knowledge/process

ステップ５：原産地規則を満たすかを確認（EU協定を利用してEUへ輸出する場合）
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EU協定では、インボイス上に申告文（SOO）を記載する自己証明制度が採用されているため、
商工会議所への原産地証明書の発行依頼は不要です。
また、対比表・製造工程表を作成することで、EU当局からの事後確認にも対応しやすくなります。

３．EPA利用（EU協定）の手続き

ステップ６：原産地証明の作成

ステップ７：相手国での輸入手続（ EPA税率の適用）

（注１）本対比表はEU協定用のためHS2017に基づいています。他の協定ではルールが異なる場合があります。
（注２）説明のため、一部簡便化している箇所もありますのでご注意ください。

利用協定 日米貿易協定

生産国 日本

実際の生産場所 ○○県（○○工場）

適用原産地規則 関税分類変更基準（CTH）

HSコード 産品名 HSコード 部品（材料）名 価額

2103.10 醤油 1201.90 大豆

1001.99 小麦

3002.90 麹菌 日本産

2501.00 食塩 日本産

2201.10 水 日本産

原産情報等

＋
対比表

工程表

インボイス



４． EPA利用の際に注意する点
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ステップ８：証明資料の保存

ステップ９：税関の事後の確認（輸入国税関からの検証等）への対応

相手先 利用協定 MFN税率 EPA税率 証明手続 品目別原産地規則

米国 日米協定 3.0 0.6
現在4年目、5年目に0％

自己証明
（輸入者）

CTH

中国 RCEP協定 12.0 25.3
現在2年目、21年目に0％

第三者証明 CC or RVC40％

英国 日英協定 6.0 0.0
自己証明

（輸出者、生産者、輸入者）
CTH

EU 日EU協定 7.7 0.0
自己証明

（輸出者、生産者、輸入者） CTH

協定によって関税削減幅、証明手続、原産地規則等のルールが異なる！！

EPAごとに異なる違い（醤油の輸出例）



５． さいごに
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品目 MFN税率 EPA税率 原産地規則

醤油 7.7 0.0 CTH

味噌 7.7 0.0 CTSH

うどん、そば、素麺
7.7%+21.1EUR/100kgnet
7.7%+24.6EUR/100kgnet

0.0
CC
ただし

ただし、①非原産材料02類、03類及び16類の重量が産品の重量の10%未満であること
② ~以下省略～

米菓（せんべい） 9.0 0.0
CTH

ただし、①非原産材料の04類の重量が産品の重量の10%未満であること
② ~以下省略～

カレールー※

(キューブ状のもの等） 7.7 0.0 CTSH

マヨネーズ、ドレッシング 7.7 0.0 CTSH

清涼飲料水（緑茶） 9.6 0.0
CTH

ただし、①非原産材料の04類及び19.01項の重量が産品の重量の10%未満であること
② ~以下省略～

EU協定を活用した各種加工食品の関税率

※ レトルトカレーは、肉類等の含有量が多い場合には肉類等の調製品となる可能性があるといった関税分類への注意が必要なため別途検討が必要



農水省EPA利用相談窓口とEPA利用早わかりサイト
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どんな些細な疑問にもお答えいたします。
わからないことや困っていること等がありましたら、
お気軽にepariyousoudan＠maff.go.jpにご連絡下さい

。

又はＥＰＡを利用するために必要な情報を簡単に入
手できる「EPA利用早わかりサイト」をご覧下さい。

etc.

✓ EPAを利用したら関税が下がるの…？
✓ そもそも原産地規則ってなに…？
✓ 商品のHSコード、税率がわからない…
✓ どの協定を利用すれば一番お得なのか、わからない

✓日本商工会議所での判定依頼がうまくいかない…
✓適切な書類を準備したのに、輸出先国の税関で特恵税率が認めら
れず、MFN税率を支払わされた…

EPA利用早わかりサイト
QRコード

etc.

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html
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・今後の関税削減スケジュール

・原産地規則の確認

・書類の準備

…

調べたり、準備するのは結構大変

５． さいごに



６．日本関税協会からのご提案
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・EPA利用についての弊会セミナー
「メガEPA原産地規則オンライン研修」
https://www.kanzei.or.jp/jtas/roo_megaepabasiconline.htm

・業種や企業の実態に合わせた企業別（業界別）の研修

・EPAを利用していく場合の手続・書類準備・保管等を企業様の
実情に合わせたサポートサービス（定期的なMTG等での実務的なサポート）

お問い合わせ先：山田 m-yamada@kanzei.or.jp （03-6826-1434）

関税分類等の通関手続
に関しても対応可能

mailto:m-yamada@kanzei.or.jp
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ご静聴ありがとうございました
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