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【選択式・計算式】　第１問：５点　第２問：15点

第１問　輸出申告

　別紙１の仕入書及び下記事項により、「糖類及びチョコレート等の調製食料
品」の輸出申告を輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）を使用して
行う場合、別紙２の輸出申告事項登録画面の統計品目番号欄の（（ａ）～（ｅ））
に入力すべき統計品目番号を、別添１の「輸出統計品目表」（抜すい）を参照し
て、下の選択肢の中から選び、その番号をマークしなさい。

記

１　統計品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。
２　統計品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下
である場合には、これらを一括して一欄にまとめる。

　　なお、この場合に入力すべき統計品目番号は、これらの品目のうち申告価
格が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「Ｘ」とする。

３　輸出申告事項登録は、申告価格（上記１によりまとめられたものについて
は、その合計額）の大きいものから順に入力するものとし、上記２により
一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力するものとする。

４　別紙１の仕入書に記載されているそれぞれの品目の価格には、次の額が含
まれている。
イ 売主の工場から輸出港までの運賃・・・２％
ロ 輸出港における貨物の船積みに要する費用・・・３％
ハ 輸出港から輸入港までの海上運賃及び保険料・・・７％
ニ 輸入港から指定仕向地までの運賃と荷卸しに要する費用及び保険料・・・４％
５　別紙１の仕入書に記載されている「Chemicallypuresolidfructose」は無
償の試供品で、通常の単価はDPU2.64米ドルである。

６　別紙１の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別
紙３の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。

【問題】通関書類の作成要領その他通関手続の実務
（時間1時間40分）
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７　申告年月日は、令和４年８月３日とする。

①　1702300003 ②　1704902006 ③　1806900001
④　1806100004 ⑤　1702400000 ⑥　2106909000
⑦　294000000X ⑧　2940000000 ⑨　1905909003
⑩　1905320001 ⑪　180500000X ⑫　2105000004
⑬　1803100003 ⑭　170250000X ⑮　1702900006

 

 

  

etaD dna .oN eciovnIrelleS
1202 ,ht52 .LUJ     45787SM  .DTL,.OC GNIDART UMIAZ

1-1,3chome,kasumigaseki, Reference No.
3209-UD .oN redrO  NAPAJ,oykoT,uk-adoyihC

   :nigirO fo yrtnuoC reyuB JAPAN
BRAZIL FOODS CO.,LTD.  L/C No. Date

1202 ,ht42 .NUJ7982-LL daoR nuS 1011
Sao Paulo,BRAZIL

Vessel or 　　On or about  Issuing Bank
     NIHON MARU 　　　 AUG. 10th, 2021  
From 　　Via   Brazil International Bank
     TOKYO, JAPAN

smreT tnemyaP rehtO oT
     Santos,BRAZIL  

ecirP tinUytitnauQ.soN dna skraM     
PCS
kgs

3,000 US$2.75
300

3,000 US$3.30
300

3,500 US$6.82
245
500 US$4.07
50

2,100 US$2.64
210
700
70
800 US$3.30
80

SOTNAS  UPDsnotraC 080,1 :LATOT
（G/W:1,330kg）
（N/W:1,255kg）

ZAIMU TRADING CO.,LTD.

（Signature）

(1) Ice cream taste for chocolate
and cocoa

No Charges

SANTOS
MADE IN JAPAN

(4) Cocoa powder added sugar  

US$2,160.00

US$23,870.00

(7) Chemically pure sugar acetals

US$5,544.00

US$51,759.00

(3) Waffles containing chocolate
and cocoa

(2)White chocolate (sugar confectionery
,not containing cocoa)

(5) Chemically pure solid glucose containing
in the dry state 20% by weight of fructose

(6) Chemically pure solid fructose

US$2,035.00

US$9,900.00

INVOICE

US$8,250.00

AmountDescription of Goods

 per PC  DPU US$

RC

別紙１

2022

2022

2022
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関税減免戻税コード

内国消費税免税識別

内国消費税免税識別

内国消費税免税識別

輸出貿易管理令別表コード

輸出貿易管理令別表コード

輸出貿易管理令別表コード

輸出貿易管理令別表コード

外為法第48条コード

数量(2)

ドーコ貨通ＲＰB数係分按ＲＰB

外為法第48条コード 関税減免戻税コード

数量(1)

（１） （２）

外為法第48条コード

数量(2)数量(1)

数量(2)

関税減免戻税コード

（５）

（２） （３）

（３） （４）

品名

（５）

外為法第48条コード 関税減免戻税コード

輸出貿易管理令別表コード

品名

数量(1)

）４（令法他

数量(2)

BＰＲ通貨コード

（５）

BＰＲ按分係数

（１）

＜4欄＞

内国消費税免税識別

品名(ｄ)

（５）（２） （３） （４）

他法令

BＰＲ通貨コード

ドーコ貨通ＲＰB数係分按ＲＰB

(ｂ) 品名

数量(1)

（３） （４）（２）

関税減免戻税コード外為法第48条コード

入力特定番号

(a)

数量(2)

輸出申告事項登録（大額）

他法令

他法令

数量(1)

ドーコ貨通ＲＰB数係分按ＲＰB

内国消費税免税識別

（１）

（３）

他法令

（２）

共通部 繰返部

＜2欄＞

（４） （５）

名品＞欄1＜

内国消費税免税コード

統計品目番号

統計品目番号

（１）

統計品目番号

内国消費税免税コード

統計品目番号

統計品目番号

内国消費税免税コード

内国消費税免税コード

内国消費税免税コード

＜3欄＞ (ｃ)

＜5欄＞ (ｅ)

BＰＲ按分係数

（１）

ZAIMU TRADING CO.,LTD.

住所 TOKYO TO CHIYODA KU KASUMIGASEKI  3-1-1

電話

積載予定船舶

1,080

‐

BRSSZ

CT 1,330 KGM

NIHON　MARU

積出港 JPTYO

‐

貨物の記号等

最終仕向地

貿易形態別符号

99999

共通部 繰返部

申告番号

入力特定番号

Ｅ 申告種別 Ａ 申告先種別大額・小額識別

仕入書価格 DPU -

出港予定年月日

輸出申告事項登録（大額）

20210810

船（機）籍符号

52701202‐A号番スイボンイ

AUSD ‐ 51,759

MS78754 ‐

‐

貨物識別

輸出者

あて先部門

申告予定年月日

積容物貨量重物貨

あて先官署

貨物個数

申告予定者

蔵置場所

別紙２
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別添１　
第17類 糖類及び砂糖菓子 Chapter 17 Sugars and sugar confectionery 

注
1 この類には、次の物品を含まない。
（a) ココアを含有する砂糖菓子（第18.06項参照）
(b) 第 29. 40 項の糖類（化学的に純粋なものに限るものと

し、しよ糖、乳糖、 麦芽糖、 ぶどう糖及び果糖を除く。）
その他の物品

（c) 第 30類の医薬品その他の物品

号注
1 第1701.12号、第1701.13号及び第1701.14号において「粗

糖」とは、乾燥状態において、 全軍量に対するしよ糖の含
有量が、検糖計（旋光度を測定するものに限る。）の読みで
99.5度未満に相当する砂糖をいう。

2 第1701.13号の物品には、 分蜜をすることなく得た甘し
や糖で、乾燥状態において、 全重量に対するしよ糖の含有
量が、検糖計の読みで69度以上93 度未満に相当するものの
みを含む。 この物品は、糖蜜その他のさとうきびの組成分
から成る残留物に取り囲まれたもので、 肉眼により判別で
きない天然の他形の微結晶（不規則な形のものに限る。）の
みを有するものである。

備考
1 この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、 人造

はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加え
たものを含む。

2 号注1の規定は、 車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれら
に類する砂糖には適用しない。

Note. 
1.- This Chapter does not cover: 

(a) Sugar confectionery containing cocoa (heading 18.06); 
(b) Chemically pure sugars (other than sucrose, lactose,

maltose, glucose and fructose) or other products of head
ing 29. 40; or

(c) Medicaments or other products of Chapter 30 .

Subheading Notes. 
1.- For the purposes of subheadings 1701.12, 1701.13 and 

1701.14 , "raw sugar" means sugar whose content of su
crose by weight, in the dry state, corresponds to a polar
imeter reading of less than 99. 5゜ ．

2.- Subheading 1701.13 covers only cane sugar obtained with
out centrifugation. whose content of sucrose by weight, in 
the dry state, corresponds to a polarimeter reading of 69° 

or more but less than 93 ゜ ．The product contains only natu
ral anhedral microcrystals, of irregular shape, not visible 
to the naked eye, which are surrounded by residues of 
molasses and other constituents of sugar cane. 

Additional Notes. 
1.- Throughout the Schedule the expression "containing add

ed sugar" includes "containing added molasses, added ar
tificial honey or similar added products containing sugar". 

2.- Subheading Note 1 to this Chapter does not apply to soft 
sugar, powdered sugar mixed with starch and similar sug
ar. 

番号 細分 N 単位A 
番号 C 品 名 UNIT DESCRIPTION 参 考sub. C 

NO 
s I ＂ no 用

17.01 甘しや糖、 てん菜糖及び化学的に純 Cane or beet sugar and chemically pure 
粋なしよ糖（固体のものに限る。） sucrose, in solid form: 

一粗糖（香味料又は着色料を加えて -Raw sugar not containing added fla-
ないものに限る。） vouring or colouring matter:

1701.12 000 2 -―てん菜糖 MT - -Beet sugar 

1701. 13 000 l -―この類の号注 2の甘しや糖 MT - -Cane sugar specified in Subheading
Note 2 to this Chapter

1701.14 000 0 -―その他の甘しや糖 MT - -Other cane sugar 

ーその他のもの -Other:

1701. 91 000 〇 ー一香味料又は着色料を加えたもの MT - -Containing added flavouring or co-
louring matter 

1701. 99 000 6 -―その他のもの MT - -Other 

17.02 その他の糖類（化学的に純粋な乳糖、 Other sugars, including chemically pure 
麦芽糖、 ぶどう糖及び果糖を含むも lactose, maltose, glucose and fructose, in 

別紙３

実勢外国為替相場の週間平均値（１米ドルに対する円相場）

期　　　　間 週 間 平 均 値

令和4.7.10 ～令和4.7.16

令和4.7.17 ～令和4.7.23

令和4.7.24 ～令和4.7.30

令和4.7.31 ～令和4.8.6

令和4.8.7 ～令和4.8.13

¥103.00

¥104.00

¥103.50

¥102.00

¥101.00
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第18類 ココア及びその調製品

注
1 この類には、 第04.03項、第19.01項、 第19.04項、 第

19.05項、第21.05項、第22.02項、第22.08項、第30.03項

又は第30.04項の調製品を含まない。
2 第18.06項には、ココアを含有する砂糖菓子及び、 1の

調製品を除くほか、ココアを含有するその他の調製食料品
を含む。

番号 細分 N 
A 

番号 C 品 名sub. C 

NO no 用

18.01 

1801.00 000 3 カカオ豆（生のもの及びいったもの
で、 全形のもの及び割つたものに限
る。）

18.02 

1802.00 000 1 カカオ豆の殻、 皮その他のくず

18.03 ココアペ ー スト（脱脂してあるかな
いかを問わない。）

1803.10 000 3 ー脱脂してないもの

1803.20 000 〇 ー完全に又は部分的に脱脂したもの

18.04 

1804.00 000 4 カカオ脂

18.05 

1805.00 000 2 ココア粉（砂糖その他の甘味料を加
えたものを除く。）

18.06 チョコレ ー トその他のココアを含有
する調製食料品

1806.10 000 4 ーココア粉（砂糖その他の甘味料を
加えたものに限る。）

1806.20 000 1 一その他の調製品（塊状、 板状又は
棒状のもので、その重量が2キロ
グラムを超えるもの及び液状、
ペースト状、粉状、粒状その他こ
れらに類する形状のもので、正味
重量が2キログラムを超える容器
入り又は直接包装にしたものに限
る。）

ーその他のもの（塊状、 板状又は棒
状のものに限る。）

1806. 31 000 4 -―詰物をしたもの

1806.32 000 3 ー一詰物をしてないもの

1806. 90 000 l ーその他のもの

I 

単位

Chapter 18 Cocoa and cocoa preparations 

Notes. 
1.- This Chapter does not cover the preparations of heading 

04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 or 
30.04. 

2.- Heading 18.06 includes sugar confectionery containing co
coa and, subject to Note 1 to this Chapter, other food 
preparations containing cocoa. 

UNIT DESCRIPTION 参 考

II 

KG Cocoa beans, whole or broken, raw or 植
roasted 

MT Cocoa shells, husks, skins and other co- II 

coa waste 

Cocoa paste, whether or not defatted: 

KG -Not defatted

KG -Wholly or partly defatted

KG Cocoa butter, fat and oil 

KG Cocoa powder, not containing added sugar 
or other sweetening matter 

Chocolate and other food preparations 
containing cocoa: 

KG -Cocoa powder, containing added sugar
or other sweetening matter

KG -Other preparations in blocks, slabs or
bars weighing more than 2 kg or in liq-
uid, paste, powder, granular or other
bulk form in containers or immediate
packings, of a content exceeding 2 kg

-Other, in blocks, slabs or bars:

KG - -Filled

KG - -Not filled

KG -Other

番号 細分 N 単位A 
番号 C 品 名 UNIT DESCRIPTION 参 考sub. C 

s 
NO no 用 I II 

(17.02) のとし、 固体のものに限る。）、 糖水 solid form; sugar syrups not containing 
（香味料又は着色料を加えてないも added flavouring or colouring matter; artifi-
のに限る。）、 人造はちみつ（天然は cial honey, whether or not mixed with natu-
ちみつを混合してあるかないかを問 ral honey; caramel: 
わない。）及びカラメル

一乳糖及び乳糖水 -Lactose and lactose syrup:

1702.11 000 1 ーー無水乳糖として計算した乳糖の KG - -Containing by weight 99 % or more 
含有量が乾燥状態において全重 lactose, expressed as anhydrous lac-
量の99％以上のもの tose, calculated on the dry matter

1702.19 000 〇 ーーその他のもの KG - -Other

1702.20 000 6 ーかえで糖及びかえで糖水 KG -Maple sugar and maple syrup

1702.30 000 3 ーぶどう糖及びぶどう糖水（果糖を KG -Glucose and glucose syrup, not contain-
含有しないもの及び果糖の含有量 → ing fructose or containing in the dry
が乾燥状態において全重量の20% state less than 20 % by weight of fruc-
未満のものに限る。） tose 

1702.40 000 〇 ーぶどう糖及びぶどう糖水（果糖の KG -Glucose and glucose syrup, containing
含有量が乾燥状態において全重量 in the dry state at least 20 % but less
の20％以上50％未満のものに限る than 50 % by weight of fructose, exclud-
ものとし、転化糖を除く。） ing invert sugar

1702.50 000 4 一果糖（化学的に純粋なも の に 限 KG -Chemically pure fructose
る。）

1702.60 000 1 ーその他の果糖及び果糖水（果糖の KG -Other fructose and fructose syrup, con-
含有量が乾燥状態において全重量 taining in the dry state more than 50 %
の50％を超えるものに限るものと by weight of fructose, excluding invert
し、転化糖を除く。） sugar

1702.90 000 6 ーその他のもの（転化糖並びにその KG -Other, including invert sugar and other 
他の糖類及び糖水の混合物で果糖 sugar and sugar syrup blends contain-
を乾燥状態において全重量の50% ing in the dry state 50 % by weight of
含有するものを含む。） fructose

17.03 糖みつ（砂糖の抽出又は精製の際に Molasses resulting from the extraction or 
生ずるものに限る。） refining of sugar: 

1703.10 000 〇 一甘しや糖みつ MT -Cane molasses

1703.90 000 4 ―その他のもの MT -Other

17.04 砂糖菓子（ホワイトチョコレ ー トを Sugar confectionery (including white choc-
含むものとし、 ココアを含有しない olate), not containing cocoa: 
ものに限る。）

1704.10 000 5 ーチュ ー インガム（砂糖で覆つてあ KG -Chewing gum, whether or not sugar— 

るかないかを問わない。） coated

1704.90 ーその他のもの -Other: 

100 4 ーーキャンデ ー 類 KG - -Candies

200 6 ーーホワイトチョ コレ ー ト KG - -White chocolate 

900 6 -―その他のもの KG - -0ther
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番号 細分 N 単位A 
番号 C 品 名 UNIT DESCRIPTION 参 考sub. C 

NO 
s I II no 用

1901.10 000 3 一乳幼児用の調製品（小売用にした KG -Preparations suitable for infants or
ものに限る。） young children, put up for retail sale

1901.20 000 0 ー第19.05項のベ ー カリ ー 製品製造 KG -Mixes and doughs for the preparation
用の混合物及び練り生地 of bakers'wares of heading 19.05

1901.90 000 0 ーその他のもの KG -Other

19.02 スパゲッティ、マカロニ、ヌ ー ドル、 Pasta, whether or not cooked or stuffed 
ラザ ー ニャ、 ニョッキ、 ラビオリ、 (with meat or other substances) or other-
カネロ ー ニその他のパスタ（加熱に wise prepared, such as spaghetti, macaro-
よる調理をし、 肉その他の材料を詰 ni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, can-
め又はその他の調製をしたものであ nelloni; couscous, whether or not 
るかないかを問わない。）及びクース prepared: 
クー ス（調製してあるかないかを問
わない。）

ーパスタ（加熱による調理をし、 詰 -Uncooked pasta, not stuffed or other-
物をし又はその他の調製をしたも wise prepared:
のを除く。）

1902.11 000 0 -—卵を含有するもの KG - -Containing eggs

1902.19 ーーその他のもの - -Other:

300 5 -―ー各成分のうち米粉の重量が最 KG - - -Foods, the largest single ingredient
大のもの of which is rice flour by weight

ーーーその他のもの - - -Other.

410 3 --―ースパゲッティ及びマカロニ KG - - - -Spaghetti and macaronl

420 6 ---—うどん、 そうめん及びそば KG - - - -Udon, somen and soba

490 6 ---―その他のもの KG - - - -Other

1902.20 000 5 ーパスタ（詰物をしたものに限るも KG -Stuffed pasta, whether or not cooked or
のとし、 加熱による調理をしてあ otherwise prepared
るかないか又はその他の調製をし
てあるかないかを問わない。）

1902.30 ーその他のパスタ -Other pasta: 

100 4 -―インスタントラ ー メンその他の KG - -Instant Ramen and other instant noo— 

即席めん類 dies

900 6 -―その他のもの KG - -Other

1902.40 000 6 ーク ースク ー ス KG -Couscous

19.03 

1903.00 000 2 タピオカ及びでん粉から製造したタ KG Tapioca and substitutes therefor prepared 
ピオカ代用物（フレ ー ク状、 粒状、 from starch, in the form of flakes, grains, 
真珠形、 ふるいかす状その他これら pearls, siftings or in similar forms 
に類する形状のものに限る。）

19.04 穀物又は穀物産品を膨脹させて又は Prepared foods obtained by the swelling or 
いつて得た調製食料品（例えば、コ ー roasting of cereals or cereal products (for 
ンフレ ー ク）並びに粒状又はフレ ＿ example, corn flakes); cereals (other than 
ク状の穀物（とうもろこしを除く。） maize (corn)) in grain form or in the form of 
及びその他の加工穀物（粉、 ひき割 flakes or other worked grains (except flour, 
り穀物及びミ ー ルを除く。）であらか groats and meal), pre-cooked, or otherwise 

第19類 穀物、 穀粉、 でん粉又はミルクの調製品及び
ベーカリー製品

注
1 この類には、次の物品を含まない。

(a) ソ ー セ ー ジ、 肉、 ＜ず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動
物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する
調製食料品で、 これらの物品の含有量の合計が全重量の
20％を超えるもの（第16類参照。 第19.02項の詰物をした
物品を除く。）

(b) 飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼
料（第23.09項参照）

(c) 第30類の医薬品その他の物品
2 第19.01項において次の用語の意義は、 それぞれ次に定

めるところによる。
(a) 「ひき割り穀物」とは、第11類の「ひき割り穀物」をいう。
(b) 「穀粉」及び「ミ ー ル」とは、次の物品をいう。

(1) 第11類の穀粉及びミ ー ル
(2) 他の類の植物性の粉及びミ ー ル（乾燥野菜（第07.12

項参照）、 ばれ いしよ（第11.05項参照）又は乾燥した豆
（第11.06項参照）の粉及びミ ー ルを除く。）

3 第19.04項には、 完全に脱脂したココアとして計算した
ココアの含有量が全重量の6％を超える調製品及び第18.06
項のチョコレ ー トその他のココアを含有する調製食料品で
完全に覆った調製品を含まない（第18.06項参照）。

4 第19.04項において 「その他の調製をしたもの」とは、 第
10類又は第11類の項又は注に定める調製又は加工の程度を
超えて 調製又は加工をしたものをいう。

番号 細分 N 
A 

番号 C 品 名sub. C 

NO no 用

19.01 麦芽エキス並びに穀粉、 ひき割り穀
物、 ミ ー ル、 でん粉又は麦芽エキス
の調製食料品（ココアを含有するも
のにあつては完全に脱脂したココア
として計算したココアの含有量が全
重量の40％未満のものに限るものと
し、 他の項に該当するものを除く。）
及び第04.01項から第04.04項まで
の物品の調製食料品（ココアを含有
するものにあつては完全に脱脂した
ココアとして計算したココアの含有
量が全重量の5％未満のものに限る
ものとし、 他の項に該当するものを
除く。）

I 

単位

Chapter 19 Preparations of cereals, flour, starch 
or milk; pastrycooks'products 

Notes. 
1.- This Chapter does not cover: 

(a) Except in the case of stuffed products of heading 19.02,
food preparations containing more than 20 % by weight
of sausage, meat, meat offal, blood, fish or crustaceans,
molluscs or other aquatic invertebrates, or any combina
tion thereof (Chapter 16);

(b) Biscuits or other articles made from flour or from
starch, specially prepared for use in animal feeding
(heading 23.09); or

(c) Medicaments or other products of Chapter 30.
2.- For the purposes of heading 19.01: 

(a) The term "groats" means cereal groats of Chapter 11; 
(b) The terms "flour" and "meal" mean:

( 1) Cereal flour and meal of Chapter 11, and
( 2) Flour, meal and powder of vegetable origin· of any

Chapter, other than flour, meal or powder of dried
vegetables (heading 07.12), of potatoes (heading
11.05) or of dried leguminous vegetables (heading
11.06). 

3.- Heading 19.04 d oes not cover preparat:Ions cont狙rung
more than 6 % by weight of cocoa calculated on a totally 
defatted basis or completely coated with chocolate or oth
er food preparations containing cocoa of heading 18. 06 
(heading 18. 06). 

4.- For the purposes of heading 19.04, the expression "other
wise prepared" means prepared or processed to an extent 
beyond that provided for in the headings of or Notes to 
Chapter 10 or 11. 

UNIT DESCRIPTION 参 考
II 

Malt extract; food preparations of flour, 
groats, meal, starch or malt extract, not 
containing cocoa or containing less than 
40 % by weight of cocoa calculated on a 
totally defatted basis, not elsewhere speci-
fled or included ; food preparations of 
goods of headings 04. 01 to 04. 04, not 
containing cocoa or containing less than 5 
% by weight of cocoa calculated on a total-
ly defatted basis, not elsewhere specified 
or included : 
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第21類 各種の調製食料品

注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第07.12項の野菜を混合したもの
(b) コ ー ヒ ー を含有するコ ー ヒ ー 代用物（いったものに限

るものとし、 コ ー ヒ ー の含有量のいかんを問わない。 第
09.01項参照）

（c) 香味を付けた茶（第09.02項参照）
(d) 第09.04項から第09.10項までの香辛料その他の物品
（e) ソ ー セ ー ジ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動

物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する
調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の
20％を超えるもの（第16類参照。 第21.03項及び第21.04
項のものを除く。）

(f) 酵母で、第30.03項又は第30.04項の医薬品その他の物
品にしたもの

(g) 第35.07項の調製した酵素
2 l(b)のコ ー ヒ ー 代用物のエキスは、第21. 01項に属する。

3 第21.04項において「均質混合調製食料品」とは、二以上
の基礎的な構成成分（例えば、肉、魚、野菜、果実及びナッ
ト）から成る混合物を微細に均質化したものから成る乳幼
児用又は食餌療法用の調製品（小売用のもので正味重量が
250グラム以下の容器人りにしたものに限る。）をいう。 こ
の場合において、 調味、保存その他の目的のために当該混
合物に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該
調製品が少量の構成成分の目に見える程度の細片を含有す
るかしないかを問わない。

番号 細分 N 
A 

番号 C ロ 名sub. C ロロ
s 

NO no 用

21.01 コ ー ヒ ー、茶又はマテのエキス、エッ
センス及び濃縮物並びにこれらをも
ととした調製品、 コ ー ヒ ー、 茶又は
マテをもととした調製品並びにチコ
リ ー その他のコ ー ヒ ー 代用物（いつ
たものに限る。）並びにそのエキス、
エッセンス及び濃縮物

ーコ ー ヒ ー のエキス、エッセンス及
び農縮物並びにこれらをもととし
た調製品並びにコ ー ヒ ー をもとと
した調製品

2101.11 ーーエキス、 エッセンス及び濃縮物

100 3 --―インスタントコ ー ヒ ー

900 5 --―その他のもの

I 

単位

Chapter 21 Miscellaneous edible preparations 

Notes. 
1.- This Chapter does not cover: 

(a) Mixed vegetables of heading 07.12; 
(b) Roasted coffee substitutes containing coffee in any pro

portion (heading 09. 01);

(c) Flavoured tea (heading 09.02);
(d) Spices or other products of headings 09. 04 to 09.10; 
(e) Food preparations, other than the products described in

heading 21.03 or 21.04, containing more than 20% by
weight of sausage, meat, meat offal, blood, fish or crus
taceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or any
combination thereof (Chapter 16);

(f) Yeast put up as a medicament or other products of
heading 30. 03 or 30. 04; or

(g) Prepared enzymes of heading 35. 07.
2.- Extracts of the substitutes referred to in Note 1 (b) above 

are to be classified in heading 21.01. 
3.- For the purposes of heading 21.04, the expression "ho

mogenised composite food preparations" means prepara
tions consisting of a finely homogenised mixture of two or 
more basic ingredients such as meat, fish, vegetables, fruit 
or nuts, put up for retail sale as food suitable for infants or 
young children or for dietetic purposes, in containers of a 
net weight content not exceeding 250 g. For the applica
tion of this definition, no account is to be taken of small 
quantities of any ingredients which may be added to the 
mixture for seasoning, preservation or other purposes. 
Such preparations may contain a small quantity of visible 
pieces of ingredients. 

UNIT DESCRIPTION 参 考
II 

KG 

KG 

. 
Extracts, essences and concentrates, of 
coffee, tea or mate and preparations with a 
basis of these ダproducts or with a basis of 
coffee, tea or mate; roasted chicory and 
other roasted coffee substitutes, and ex-
tracts, essences and concentrates thereof: 

-Extracts, essences and concentrates, of
coffee, and preparations with a basis of
these extracts, essences or concentrates 
or with a basis of coffee:

- -Extracts, essences and concentrates:

- - -Instant coffee

- - -Other

番号 細分 N 
A 

番号 C 品 名sub. C 

NO no 用

(19.04) じめ加熱による調理その他の調製を
したもの（他の項に該当するものを
除く。）

1904.10 000 4 一穀物又は穀物産品を膨脹させて又
はいつて得た調製食料品

1904.20 000 1 ーいってない穀物のフレ ー クから得
た調製食料品及びいつてない穀物
のフレ ー クといった穀物のフレ ー

ク又は膨脹させた穀物との混合物
から得た調製食料品

1904.30 000 5 ーブルガ ー 小麦

1904.90 ーその他のもの

010 4 ー一米のもの

090 0 -―その他のもの

19.05 パン、 ペー ストリー 、 ケー キ、 ビス
ケットその他のベ ー カリー 製品（コ
コアを含有するかしないかを問わな
い。）及び聖さん用ウエハ ー 、 医療用
に適するオブラー ト、 シ ー リングウ
工ハ ー 、 ライスペ ー パーその他これ
らに類する物品

1905.10 000 2 ークリスプブレッド

1905.20 000 6 ージンジャ ー ブレッドその他これに
類する物品

ースイ ー トビスケット、 ワッフル及
びウエハ ー

1905.31 000 2 ーースイ ー トビスケット

1905.32 000 1 -―ワッフル及びウエハ ー

1905.40 000 〇 ーラスク、 ト ー ストパンその他これ
らに類する焼いた物品

1905.90 ーその他のもの

100 1 ーーあられ、 せんべいその他これら
に類する米菓

900 3 ー一その他のもの

単位
UNIT 

I II 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

DESCRIPTION 

prepared, not elsewhere specified or in-
eluded: 

-Prepared foods obtained by the swell-
ing or roasting of cereals or cereal
products

-Prepared foods obtained from unroast-
ed cereal flakes or from mixtures of un-
roasted cereal flakes and roasted cereal
flakes or swelled cereals

-Bulgur wheat 

-Other: 

- -Of rice 

- -Other

Bread, pastry, cakes, biscuits and other 
bakers'wares, whether or not containing 
cocoa; communion wafers, empty cachets 
of a kind suitable for pharmaceutical use, 
sealing wafers, rice paper and similar 
products: 

-Crisp bread

-Gingerbread and the like

-Sweet biscuits; waffles and wafers:

- -Sweet biscuits

- -Waffles and wafers

-Rusks, toasted bread and similar toast-
ed products

-Other:

- -Arare, Senbei and other bakers'
wares. of nee

- -Other 

参 考
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番号 細分 N 単位A 
番号 C 品 名 UNIT DESCRIPTION 参 考sub. C 

NO no 用 I II 

(2104.20) tions 

21.05 

2105. 00 000 4 アイスクリ ー ムその他の氷菓（ココ KG Ice cream and other edible ice, whether or 
アを含有するかしないかを問わな not containing cocoa 
し＼）

21.06 調製食料品（他の項に該当するもの Food preparations not elsewhere specified 
を除く。） or included: 

2106.10 000 6 ーたんぱく質濃縮物及び繊維状にし KG -Protein concentrates and textured pro— 

たたんばく質系物質 tem substances 

2106. 90 ーその他のもの -Other:

200 0 -―豆腐 KG - -Tofu

900 0 -―その他のもの KG - -Other
i 

番

号

NO 

N
A
C
C
S
用

分
号
h
o

細

番
SU
n

品 名
単位

UNIT DESCRIPTION 参 考

l I I II 

2101.12 ooo Io 

2101. 20 I ooo I 6 

2101. 30 I ooo I 3 

21.02 

2102.10 

2102. 20 

2102.30 

21.03 

2103.10 

2103. 20 

2103. 30 

2103. 90 

21.04 

2104.10 

2104. 20 

ooo Io 
ooo I 4

ooo I 1

ooo I 5 

ooo I 2

ooo I 6

100 I 4 

200 I 6 

300 I 1 

400 I 3 

500 I 5 

900 I 6 

ooo I 3 

ooo Io 

ーーエキス、 エッセンス又は濃縮物
をもととした調製品及びコ ー

ヒ ー をもととした調製品

―茶又はマテのエキス、 エッセンス
及び濃縮物並びにこれらをもとと
した調製品並びに茶又はマテをも
ととした調製品

ーチコリ ー その他のコー ヒ ー 代用物
（いったものに限る。）並びにその
エキス、 エッセンス及び濃縮物

酵母（活性のものであるかないかを
問わない。）及びその他の単細胞微生
物（生きていないものに限るものと
し、 第30.02項のワクチンを除く。）
並びに調製したベー キングパウダ ー

ー酵母（活性のものに限る。）

ー酵母（不活性のものに限る。）及び
その他の単

細
胞微生物（生きてい

ないものに限る。）

ー調製したベ ー キングパウダ ー

ソ ース、 ソ ー ス用の調製品、 混合調
味料、 マスタ ー ドの粉及びミ ー ル並
びに調製したマスタ ー ド

一醤油

ートマトケチャップその他のトマト
ソ ー ス

ーマスタ ー ドの粉及びミ ー ル並びに
調製したマスタ ー ド

ーその他のもの

ー一味噌

ーーインスタントカレー その他のカ
レー 調製品

ーーウスタ ー ソ ー スその他これに類
する物品

ーーマヨネ ー ズ

ーードレッシングその他これに類す
る物品（マヨネ ー ズを除く。）

ーーその他のもの

スー プ、 ブロス、 スー プ用又はブロ
ス用の調製品及び均質混合調製食料
品

ース ー プ、 プロス及びス ー プ用又は
ブロス用の調製品

一均質混合調製食料品

L

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

- -Preparations with a basis of extracts,
essences or concentrates or with a
basis of coffee

-Extracts, essences and concentrates, of
tea or mate, and preparations with a
basis of these extracts. essences or con
centrates or with a basis of tea or mate

-Roasted chicory and other roasted cof
fee substitutes, and extracts, essences
and concentrates thereof

Yeasts (active or inactive); other single-cell 
micro-organisms, dead (but not including 
vaccines of heading 30. 02); prepared bak
ing powders: 

-Active yeasts

-Inactive yeasts; other single-cell micro-
organisms, dead

-Prepared baking powders

Sauces and preparations therefor; mixed 
condiments and mixed seasonings; mus
tard flour and meal and prepared mustard: 

-Soya sauce

-Tomato ketchup and other tomato
sauces

-Mustard flour and meal and prepared
mustard

-Other:

- -Miso (bean paste)

- -Instant curry and other curry prepa-
rations

- -Worcestershire sauce and the like

- -Mayonnaise

- -Dressings and
mayonnaise

- -Other

the like, excluding 

Soups and broths and preparations there
for; homogenised composite food prepara
tions: 

-Soups and broths and preparations
therefor

-Homogenised composite food prepara— 
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番号

NO 

N
A
C
C
S
用

分
号
h
o

細
番
SU
n

品 名
単位

UNIT DESCRIPTION 参 考

| I | II 

(2939. 71) 体

2939. 79 I ooo I o -―その他のもの

2939. so I ooo I 6 ーその他のもの

KG I - -Other 

KG I -Other 

覚

貿1-3、1-4、2-
18、2-23、2-26、|
3-1、3の2-1、4
-6、14-2、 11-
21の3、 11-35
のふ麻

第13節 その他の有機化合物

29.40 

2940. oo I ooo 。 I 糖類（化学的に純粋なものに限るも
のとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、 ぶ
どう糖及び果糖を除く。）並びに糖
エーテル、 糖アセタ ール、 糖エステ
ル、 糖エーテルの塩、 糖アセタ ール
の塩及び糖エステルの塩（第29.37
項から第29.39項までの物品を除
く。）

29.41 抗生物質

2941. 10 I ooo I 2 ーペ ニシリン及びその誘導体（ペ ニ

シラン酸構造を有するものに限
る。）並びにこれらの塩

2941. 20 I ooo I 6 I―ストレプトマイシン及びその誘導
体並びにこれらの塩

2941. 30 I ooo I 3 I―テトラサイクリン及びその誘導体
並びにこれらの塩

2941.40 I ooo Io I―クロラムフェ ニ コ ー ル及びその誘
導体並びにこれらの塩

2941.50 I ooo 14 I―エリスロマイシン及びその誘導体
並びにこれらの塩

2941. 90 I ooo I 6 ーその他のもの

29.42 

2942. oo I ooo I 3 その他の有機化合物

XIII.- OTHER ORGANIC COMPOUNDS 

KG I Sugars, chemically pure, other than su
crose, lactose, maltose, glucose and fruc
tose; sugar ethers, sugar acetals and sug
ar esters, and their salts, other than 
products of heading 29. 37, 29. 38 or 29. 39 

Antibiotics : 

KG I -Penicillins and their derivatives with a 
penicillanic acid structure; salts thereof 

KG I -Streptomycins and their derivatives: 
salts thereof 

KG I -Tetracyclines and their derivatives: 
salts thereof 

KG I -Chloramphenicol and its derivatives: 
salts thereof 

KG I -Erythromycin and its derivatives; salts 
thereof 

KG I -Other 

KG I Other organic compounds 貿2-18

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

第29類 有機化学品

注
1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、
次の物品のみを含む。
(a) 化学的に単一の有機化合物（不純物を含有するかしな

いかを問わない。）
(b) 同一の有機化合物の二以上の異性体の混合物（不純物

を含有するかしないかを問わないものとし、飽和又は不
飽和の非環式炭化水素にあつては、立体異性体以外の異
性体の混合物（第27類参照）を除く。）

(c) 第29.36項から第29.39項までの物品、 第29.40項の糖
エーテル、 糖アセタール及び糖エステル並びにこれらの

塩並びに第29.41項の物品（この(c)の物品については、
化学的に単一であるかないかを問わない。）

(d) (a)、（b)又は(c)の物品の水溶液

(e) (a)、(b)又は(c)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの
（当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行わ
れ、 かっ、 必要な場合に限るものとし、 特定の用途に適
するようにしたものを除く。）

(f) (a)、（b)、(c)、(d)又は(e)の物品で、保存又は輸送のた
めに必要な安定剤（固結防止剤を含む。）を加えたもの

(g) (a)、（b)、(c)、(d)、(e)又は(f)の物品で、アンチダス
ティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のた
めの着色料若しくは香気性物質を加えたもの（特定の用
途に適するようにしたものを除く。）

(h) ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジア
¢ 

ゾ化することができるアミン及びその塩で、アゾ染料生
成用のもののうち標準的な濃度にしたもの

2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第15.04項の物品及び第15.20項の粗のグリ セリン

(b) エチルアルコ ー ル（第22.07項及び第22.08項参照）
（c) メタン及びプロパン（第27.11項参照）
(d) 第28類の注2 の炭素化合物

(e) 第30.02項の免疫産品
(f) 尿素（第31.02項及び第31.05項参照）
(g) 植物性又は動物性の着色料（第32.03項参照）、 有機合

成着色料及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する
種類の合成した有機物（第32.04項参照）並びに小売用の
形状又は包装にした染料その他の着色料（第32.12項参
照）

Chapter 29 Organic chemicals 

Notes. 
1.- Except where the context otherwise requires, the head

ings of this Chapter apply only to: 
(a) Separate chemically defined organic compounds, wheth

er or not containing impurities; 
(b) Mixtures of two or more isomers of the same organic

compound (whether or not containing impurities), except 
mixtures of acyclic hydrocarbon isomers (other than 
stereoisomers), whether or not saturated (Chapter 27 ); 

(c) The products of headings 29. 36 to 29. 39 or the sugar 
ethers, sugar acetals and sugar esters, and their salts, of 
heading 29.40 , or the products of heading 29. 41 , wheth
er or not chemically. defined; 

(d) The products mentioned in (a), (b) or (c) above dissolved 
in water; 

(e) The products mentioned in (a), (b) or (c) above dissolved 
in other solvents provided that the solution constitutes 
a normal and necessary method of putting up these 
products adopted solely for reasons of safety or for
transport and that the solvent does not render the prod
uct particularly suitable for specific use rather than for
general use;

(f) The products mentioned in (a), (b), (c), (d) or (e) above 
with an added stabiliser (including an anti-caking agent) 
necessary for their preservation or transport;

(g) The products mentioned in (a), (b), (c), (d), (e) or (f) above
with an added anti-dusting agent or a colouring or odor
iferous substance added to facilitate their identification
or for safety reasons, provided that the additions do not
render the product particularly suitable for specific use 
rather than for general use:

(h) The following products, diluted to standard strengths, 
for the production of azo dyes: diazonium salts, couplers
used for these salts and diazotisable amines and their
salts. 

2.- This Chapter does not cover: 
(a) Goods of heading 15.04 or crude glycerol of heading

15.20; 
(b) Ethyl alcohol (heading 22.07 or 22.08 ); 
(c) Methane or propane (heading 27.11):
(d) Th e compounds of carbon mentioned in Note 2 to Chap-

ter 28; 
(e) Immunological products of heading 30. 02:
(f) Urea (heading 31.02 or 31.05);
(g) Colouring matter of vegetable or animal origin (heading

32.03), synthetic organic colouring matter, synthetic or
ganic products of a kind used as fluorescent brightening
agents or as luminophores (heading 32. 04 )  or dyes or
other colouring matter put up in forms or packings for
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８　輸入者は、輸出国において買付けを行った買付代理人に対して、買付手数
料として、仕入書価格の４％を支払っている。

９　輸入者は、別紙仕入書価格の他に、輸出者に対して輸出国における輸入貨
物の一時保管料としてUSD4,000を支払っている。この費用を申告価格に
算入する場合の申告価格への振り分けは、仕入書価格按分とする。

10　輸入者は、当該コンテナー使用後に当該コンテナーのクリーニングを行っ
た後に返却することとされており、当該クリーニングの費用50,000円を別
途負担する。また輸入港におけるコンテナーハンドリングチャージとして、
45,000円も別途負担している。

11　輸入者は、今回の輸入取引に際して下記のものを輸出者へ無償で提供して
いる。

　　①　それぞれの製品の包装として、包装材：１個あたり25円
　　②　それぞれの製品のラベル（我が国の食品衛生法で義務付けられている

事項のみを表示したもの）：１枚あたり13円
12　申告年月日は、令和４年10月６日とする。

①　071090200X ②　0710800300 ③　0710290103
④　081190290X ⑤　0811902206 ⑥　0710902006
⑦　0811202000 ⑧　0810200005 ⑨　0708900006
⑩　0714201003 ⑪　0811901204 ⑫　0709992006
⑬　0710100005 ⑭　0710800904 ⑮　0714901003

第２問 　輸入（納税）申告

　別紙１の仕入書及び下記事項により、「冷凍野菜・冷凍果物等」を輸入する場
合の輸入（納税）申告を輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）を使
用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。
（１）　別紙２の輸入申告事項登録画面の品目番号欄（（ａ）～（ｅ））に入力す

べき品目番号を別添１の「実行関税率表（抜すい）」及び別添の
「NACCS用品目コード（抜すい）」を参照して、次ページの選択肢から
選び、その番号をマークしなさい。

（２）　別紙２の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄（（ｆ）～（ｊ））に入
力すべき申告価格（関税定率法第４条から第４条の９まで（課税価格の
計算方法）の規定により計算される課税価格に相当する価格）の額をマ
ークしなさい。

記
１　品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。
２　品目番号が異なるものの価格が20万円以下である場合には、これらを一括
して一欄にまとめる。なお、この場合に入力すべき品目番号の10桁目は
「Ｘ」とする。

３　品目番号が異なるものであって、上記２によりまとめたもの以外の物品番
号の10桁目については、「実行関税率表（抜すい）」及び「NACCS用品目
コード（抜すい）」に記載されたNACCS用符号を入力するものとする。

４　品目番号欄（（ａ）～（ｅ））には、申告価格（上記１によりまとめられた
ものについては、その合計額）の大きいものから順に入力するものとし、
上記２により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力す
るものとする。

５　課税価格の右欄（（ｆ）～（ｊ））には、別紙１の仕入書に記載された米ド
ル建価格を下記８から11のうち、申告価格に算入すべきものの額を加算し
た額を記載することとする。なお、１円未満の端数がある場合は、これを
切り捨てる。

６　別紙１の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は別紙
３の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。

７　仕入書の各商品は、塩・砂糖を加えておらず、調理していない状態を冷凍
したものである。
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別別紙紙２２  

  

‐ 輸入令別表

関税減税額

‐

仕入書番号 JM-3201

(f)‐

2

4

(ｂ) 品名 原産地 -

輸入申告事項登録（輸入申告）

共通部 繰返部

数量2 ‐

減免税コード 内消税減税額 内消税等種別 減免税コード

蔵置種別等

‐ (ｇ)

内消税減税額

関税減免税コード

数量1

減免税コード 減免税コード

5 6

関税減免税コード

内消税減税額

A - CIF

原産地 -

蔵置種別等数量1

繰返部

輸入令別表

関税減税額

内消税等種別 内消税減税額 内消税等種別

1

3

＜02欄＞ 品目番号

BＰＲ係数 運賃按分 課税価格

3

2,396

船（取）卸港

貨物の記号等

積載船（機）

仕入書識別

‐ 数量2 ‐

BＰＲ係数 運賃按分 課税価格

KGM貨物個数

輸入申告事項登録（輸入申告）

あて先官署 あて先部門

2

4

JPTYO

NIHON MARU

輸入申告事項登録（輸入申告）

(a) 品名

共通部 繰返部

申告番号

Ｌ Ｃ 貨物識別 識別符号大額／小額 申告種別 申告先種別

申告予定年月日

輸入者 ZAIMU TRADING CO.,LTD.

住所 TOKYO TO CHIYODA KU KASUMIGASEKI  3-1-1

電話

蔵置場所

申告等予定者

一括申告 申告等予定者

B/L番号

＜01欄＞ 品目番号

- -

1

3

5

CT 貨物重量(グロス)30

USNYC -

共通部

仕入書価格

内消税等種別

1 2

4

5 6

入港年月日

　積出地 コンテナ本数貿易形態別符号

電子仕入書受付番号

別紙２別別紙紙１１                                          IINNVVOOIICCEE  
  
SSeelllleerr                                     IInnvvooiiccee  NNoo..    DDaattee  

  XYZ Corp.                              JM-3201    Sep.15th,2020 
   161st Street and River Avenue             RReeffeerreennccee  NNoo..   FRB12345 
   Bronx, New York 10451                  
  BBuuyyeerr                                                                    CCoouunnttrryy  ooff  OOrriiggiinn： U.S.A. 
   ZAIMU TRADING CO.,LTD. 
   1-1-,3Chome Kasumigaseki        LL//CC  NNoo..            DDaattee  
   Chiyoda-ku,Tokyo,JAPAN                        
  SShhiippppeedd  ppeerr                    OOnn  oorr  aabboouutt              IIssssuuiinngg  BBaannkk  
  Nihon Maru          Oct.13,2020        
  FFrroomm                                VViiaa                                  
    New York, U.S.A. 
  TToo                                                                        OOtthheerr  PPaayymmeenntt  TTeerrmmss  
    Tokyo, Japan.                          T/T Remittance 
  MMaarrkkss  aanndd  NNooss.    DDeessccrriippttiioonn  ooff  GGooooddss      QQuuaannttiittyy          UUnniitt  PPrriiccee          AAmmoouunntt         
                                               (pc)         (per pc)       (US$) 

              (1) Frozen Carrots         1,000          1.00      1,000.00 
                      

XYZ         (2) Frozen Green Soya beans  2,500       1.20       3,000.00 
       

TOKYO       (3) Frozen Lotus Roots        1,500          1.20       1,800.00 
                 (4) Frozen Mangoes           2,400          1.50       3,600.00 

                  (5) Frozen Sweet Potatoes      2,000          1.10       2,200.00 
                  (6) Frozen Pumpkins          1,000          1.50       1,500.00 
                  (7) Frozen Blackberries       1,500          1.40       2,100.00 

  Total :  30 cartons                                   CIF TOKYO  US$15,200.00 
  N/W :  2,096.00kgs                               

G/W :  2,396.00kgs                 XYZ Corp.  
                                     (Signature)   
  
  
 
 
 

別紙１

2022

2022
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別紙３

実勢外国為替相場の週間平均値（１米ドルに対する円相場）

期　　　　間 週 間 平 均 値

令和4.9.11 ～令和4.9.17

令和4.9.18 ～令和4.9.24

令和4.9.25 ～令和4.10.1

令和4.10.2 ～令和4.10.8

令和4.10.9 ～令和4.10.15

¥113.51

¥113.12

¥112.74

¥111.51

￥112.00

 

 
 
 
  
    

5 6

3

関税減免税コード

‐ 輸入令別表 蔵置種別等

(ｊ)

関税減税額

‐ 数量2 ‐ 輸入令別表 蔵置種別等

内消税減税額

-

内消税等種別

(ｉ)

-

1

2

課税価格 ‐

1

内消税減税額

4

5 6

3 4

減免税コード

課税価格

内消税減税額 内消税等種別 減免税コード

5 6

3

BＰＲ係数

(ｄ) 品名 原産地

‐

減免税コード 内消税減税額

1 2

輸入申告事項登録（輸入申告）

(ｃ) 品名 原産地 -

‐ 数量2 ‐ 輸入令別表 蔵置種別等数量1

品目番号

BＰＲ係数 運賃按分

関税減税額

＜03欄＞

関税減税額

運賃按分

減免税コード

数量1

関税減免税コード

BＰＲ係数 運賃按分

内消税等種別 減免税コード 内消税減税額 内消税等種別

2

＜05欄＞ 品目番号 (ｅ) 品名 原産地

共通部 繰返部

輸入申告事項登録（輸入申告）

‐ 数量2

共通部 繰返部

輸入申告事項登録（輸入申告）

＜04欄＞ 品目番号

数量1

関税減免税コード

内消税等種別 減免税コード 内消税減税額 内消税等種別

4

課税価格 ‐ (h)

共通部 繰返部

10-00 模擬試験.indb   722-72310-00 模擬試験.indb   722-723 2021/11/09   19:32:292021/11/09   19:32:29



724 725

通
関
士
模
擬
試
験

別添１
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【選択式】　各問題２点

第３問　　次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいも
のはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

１　関税法第67条の３第１項（輸出申告の特例）の規定の適用を受ける特定輪
出者が行う輪出申告については、電気通信回線の故障その他の事由により
電子情報処理組織を使用して当該輸出申告を行うことができない場合とし
て財務省令で定める場合を除き、電子情報処理組織を使用して行わなけれ
ばならないが、関税法68条（輸出申告に際しての提出書類）に規定する書
類及びその他の関税に関する法令の規定により輸出申告の際に提出するも
のとされている書類も含まれる。

２　特定輪出者が特定輸出申告を行い、税関長の許可を受けた貨物が保税地域
以外にある場合において、当該貨物を廃棄しようとするときは、あらかじ
め当該貨物が置かれていた場所を所轄する税関長に届けなければならない。

３　関税関係法令以外の法令の規定により、輸出に関して許可を必要とする貨
物については、積戻し申告（仮に陸揚げされた貨物に係るものを除く。）の
際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。

４　輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、無償で輸出される貨物にあっては、
その記載を省略することができる。

５　特定輸出者が、貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込ん
だ状態で特定輸出申告をする場合には、あらかじめ税関長に本船扱いの承
認を受けなければならない。

第４問　　次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいも
のはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

１　特例申告に係る貨物について、関税定率法その他の関税に関する法令の規
定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、特例申告
書に関税の軽減、免除又は控除の適用を受けたい旨及びその適用を受けよ
うとする法令の条項を記載しなければならない。

２　関税の確定方式が賦課課税方式が適用される貨物を輸入した者は、関税法
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