
重要な部・類の注

紡織用繊維及びその製品�� 部

≪第 �� 部　紡織用繊維及びその製品の注の規定≫

�　この部には、次の物品を含まない。
（q 及び r）炭素繊維（第 �� 類）、ガラス繊維（第 ��

　　　　　類）など

�　
（ A）第 �� 類から第 �� 類まで、第 ��.�� 項又は ��.�� 項

のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織
用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち
最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなし
てその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち
最大の重量を占めるものがない場合には、その物品
は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列におい
て最後となる項に属するもののみから成る物品とみ
なしてその所属を決定する。



出題例

紡織用繊維及びその製品�� 部

【問題】
第 �� 部（紡織用繊維及びその製品）には、炭素繊維を含
まない。

【問題】
重量比で絹 ��％、羊毛 ��％からなる織物は、絹の価格の
方が高いので、絹製の織物として分類する。

【問題】
女子用スカートで重量比で羊毛 ��％、アクリル ��％、ポ
リエステル ��％からなる織物は、羊毛に重要な特性がある
と認められるので、羊毛製のスカートに分類する。なお、
羊毛製のスカートは、����.��-��� に、合成繊維製のスカー
トは、����.��-��� に分類される。

【問題】
第 �� 部において、男子用の衣類であるか女子用の衣類で
あるかを判別することができないものは、女子用の衣類が
属する項に属する。



解答

紡織用繊維及びその製品�� 部

【問題】
第 �� 部（紡織用繊維及びその製品）には、炭素繊維を含
まない。

【解答】　正しい。
炭素繊維は、第 �� 類（第 �� 部）に分類される。

【問題】
重量比で絹 ��％、羊毛 ��％からなる織物は、絹の価格の
方が高いので、絹製の織物として分類する。

【解答】　誤り。
この場合は、最大の重量を占める羊毛製の織物として分類
する。第 �� 部「紡織用繊維とその製品」（�� ～ �� 類）の
注 �（A）「・・二以上の紡織用繊維から成るものは、構成
する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成
る物品とみなして・・」の規定による。



解答

紡織用繊維及びその製品�� 部

【問題】
女子用スカートで重量比で羊毛 ��％、アクリル ��％、ポ
リエステル ��％からなる織物は、羊毛に重要な特性がある
と認められるので、羊毛製のスカートに分類する。なお、
羊毛製のスカートは、����.��-��� に、合成繊維製のスカー
トは、����.��-��� に分類される。

【解答】　誤り。
アクリルとポリエステルは、合成繊維であることに注意。
つまり、羊毛 ��％、合成繊維 ��％からなるスカートである。
したがって、第 �� 部注 �（A）より数字上の配列において
最後となる項（����.��-���）である合成繊維製スカート
として分類する。



解答

紡織用繊維及びその製品�� 部

【問題】
第 �� 部において、男子用の衣類であるか女子用の衣類で
あるかを判別することができないものは、女子用の衣類が
属する項に属する。

【解答】　正しい。
男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別できな
いものは、女子用の衣類が属する項に分類される。



絹及び絹織物��類

絹糸絹糸

絹糸



羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び
馬毛の糸並びにこれらの織物

�� 類

羊毛羊毛

織物織物

毛糸毛糸



綿及び綿織物��類

綿花綿花

綿織物綿織物



その他の植物性紡織用繊維及びその
織物並びに紙糸及びその織物�� 類

植物性紡織用繊維植物性紡織用繊維

亜麻、大麻亜麻、大麻



人造繊維の長繊維並びに人造繊維の
織物及びストリップその他これに
類する人造繊維製品

�� 類

人造繊維の長繊維人造繊維の長繊維

長繊維（フィラメント）

人造繊維製品人造繊維製品



人造繊維の短繊維及びその織物�� 類

人造繊維人造繊維

短繊維（ステープル）

ポリエステル
ステープル
ポリエステル
ステープル



ウォッディング、フェルト、不織
布及び特殊糸並びにひも、綱及び
ケーブル並びにこれらの製品

�� 類

フェルト製品フェルト製品

フェルトフェルト



じゅうたんその他の紡織用
繊維の床用敷物

�� 類

じゅうたんじゅうたん

床用敷物床用敷物

自動車用じゅうたん



出題例

重要な部・類の注

じゅうたんその他の紡織用
繊維の床用敷物

�� 類

≪第 �� 類　じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物の
注の規定≫

�　この類において「じゅうたんその他の紡織用繊維の床
用敷物」とは、使用時の露出面が紡織用繊維である床用敷
物をいうものとし、床用敷物として特性を有する物品で他
の用途に供するものを含む。

�　この類には、床用敷物の下敷きを含まない。

【問題】
自動車用のじゅうたんは、第 �� 類（鉄道用及び軌道用以
外の車両並びにその部分品及び附属品）の自動車の附属品
ではなく、第 �� 類（じゅうたんその他の紡織用繊維の床
用敷物）のじゅうたんに分類される。



解答

じゅうたんその他の紡織用
繊維の床用敷物

�� 類

【問題】
自動車用のじゅうたんは、第 �� 類（鉄道用及び軌道用以
外の車両並びにその部分品及び附属品）の自動車の附属品
ではなく、第 �� 類（じゅうたんその他の紡織用繊維の床
用敷物）のじゅうたんに分類される。

【解答】　正しい。
自動車のじゅうたんは、第 �� 類に分類される。



特殊織物、タフテッド織物類、
レース、つづれ織物、トリミング
及びししゅう布

�� 類

ししゅう布ししゅう布

レース布レース布



染み込ませ、塗布し、被覆し又は
積層した紡織用繊維の織物類及び
工業用の紡織用繊維製品

�� 類

毛糸毛糸

織物用繊維製品織物用繊維製品



�� 類 メリヤス編物及びクロセ編物

メリヤス編物、クロセ編物

メリヤス編物メリヤス編物

クロセ編物クロセ編物



衣類及び衣類附属品（メリヤス編み
又はクロセ編みのものに限る。）

�� 類

ナイロン製下着、羊毛製マフラー、
毛糸製の手袋、パンティストッキン
グ、模様編みのセーター

ナイロン製下着ナイロン製下着

模様編みのセーター模様編みのセーター



重要な部・類の注

衣類及び衣類附属品（メリヤス
編み又はクロセ編みのものに限る。）

�� 類

≪第 �� 類　衣類及び衣類附属品（メリヤス編み又はクロセ編みの

ものに限る。）の注の規定≫

�　第 ��.�� 項及び第 ��.�� 項においては、次に定めるところによ

る。

（a）「 スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した � 点又は � 点

の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものを

いう。

　　  上半身用のスーツコート又はジャケット � 点（袖の部分を除

くほか、表地が四以上の身ごろから成るもので、縫製したベ

スト（正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地

で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の

生地から成るものに限る。）が附属しているかいないかを問わ

ない。）

　　  下半身用の衣類 � 点（ズボン、半ズボン若しくはショーツ（水

着を除く。）又はスカート若しくはキュロットスカートで、つ

りひも又は胸当てのないもの）

　　 スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材

が同一のもの（異なる生地のパイピング（生地の継目に縫い

付けたストリップ状の生地）を有するものを含む。）であり、



重要な部・類の注

衣類及び衣類附属品（メリヤス編み
又はクロセ編みのものに限る。）

�� 類

互いに適合するサイズのものでなければならない。

下半身用の構成部分が � 点以上ある場合（例えば、ズボン � 点、

ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカート

とズボン）には、ズボン � 点（女子用のスーツの場合には、

スカート又はキュロットスカート）をスーツの下半身用の構

成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成　部分とし

ない。（以下略）

�　（ a）「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長 �� センチメー

トル以下の乳幼児用のものをいう。



出題例

衣類及び衣類附属品（メリヤス
編み又はクロセ編みのものに限る。）

�� 類

【問題】
ズボンが � 点以上ある男子用のスーツのズボンについては、
第 �� 類の注の規定によりズボン � 点を第 ��.�� 項におけ
るスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボン
は、スーツの構成部分とはしない。

【問題】
第 ��.�� 項の「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長
が �� センチメートル以下の乳幼児用のものとし、乳児用
のおむつを含む。



解答

衣類及び衣類附属品（メリヤス編み
又はクロセ編みのものに限る。）

�� 類

【問題】
ズボンが � 点以上ある男子用のスーツのズボンについては、
第 �� 類の注の規定によりズボン � 点を第 ��.�� 項におけ
るスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボン
は、スーツの構成部分とはしない。

【解答】　正しい。
ズボンが � 点以上ある男子用のスーツのズボンは、� 点だ
けをスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボ
ンは、スーツの構成部分とはしない。つまり、ズボンと分
類されることとなる（第 �� 類注 �（a））。

【問題】
第 ��.�� 項の「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長
が �� センチメートル以下の乳幼児用のものとし、乳児用
のおむつを含む。

【解答】　誤り。
第 �� 類注 �（a）により、前半は正しいが、「乳児用のおむ
つ」を含むとしているので誤り。乳児用おむつについては、
すべて第 �� 類に分類される。



衣類及び衣類附属品（メリヤス編み
又はクロセ編みのものを除く。）

�� 類

織物製スーツ、絹製ネクタイ・ハン
カチ、剣道用の小手（紡織用繊維織
物製）

織物製スーツ織物製スーツ

絹製ネクタイ絹製ネクタイ



紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の
衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ�� 類

ベッドリネン、中古ジーンズ、
カーテン、電気毛布、救命胴衣、
ぞうきん

救命胴衣救命胴衣

中古ジーンズ中古ジーンズ

ベッドリネンベッドリネン

ぞうきんぞうきん


	11部カード
	50類カード
	51類カード
	52類カード
	53類カード
	54類カード
	55類カード
	56類カード
	57類カード
	58類カード
	59類カード
	60類カード
	61類カード
	62類カード
	63類カード

