
紡織用繊維及びその製品 �� 部

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

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≫
【注】

�　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。



重要な部・類の注

紡織用繊維及びその製品�� 部

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

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



出題例

絹及び絹織物��類

【問題】　次の記述は正しいか。
羊毛は第 �� 類、絹は第 �� 類、綿は第 �� 類にそれぞれ分
類される。



解答

絹及び絹織物��類

【問題】　次の記述は正しいか。
羊毛は第 �� 類、絹は第 �� 類、綿は第 �� 類にそれぞれ分
類される。

【解答】　誤り。
綿は第 �� 類（綿及び綿織物）に分類されるが、羊毛は第
�� 類（羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの
織物）、絹は第 �� 類にそれぞれ分類される。



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



出題例

重要な部・類の注

�� 類

≪第 �� 類　羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこ
れらの織物の注の規定≫

【注】
�　この表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）「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう。
（b）「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ（ヒ

トコブラクダを含む。）、やく、うさぎ（アンゴラうさぎを
含む。）、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラットの毛及び
アンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これら
に類するやぎの毛をいう。

（c）「粗獣毛」とは、（a）の羊毛及び（b）の繊獣毛以外の
獣毛をいう。ただし、ブラシ製造用の獣毛（第 ��.�� 項参照）
及び馬毛（第 ��.�� 項参照）を除く。

【問題】　次のうち第 �� 類に分類されるものはどれか。　
➀ブラシ製造用の獣毛
➁羊毛
➂馬毛

羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び
馬毛の糸並びにこれらの織物



解答

�� 類

【問題】　次のうち第 �� 類に分類されるものはどれか。　
➀ブラシ製造用の獣毛
➁羊毛
➂馬毛

【解答】　➁
➀ブラシ製造用の獣毛、➂馬毛は、どちらも第 � 類（動物
性生産品（他の類に該当するものを除く））に分類される（第
�� 類注 �（ｃ）参照）。

羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び
馬毛の糸並びにこれらの織物



綿及び綿織物��類

綿花綿花

綿織物綿織物



出題例

�� 類

【問題】　次のうち第 �� 類に分類されないものはどれか。
➀ベッドリネン
➁実綿
➂繰綿

綿及び綿織物



解答

�� 類

【問題】　次のうち第 �� 類に分類されないものはどれか。
➀ベッドリネン
➁実綿
➂繰綿　

【解答】　➀
ベッドリネンは、第 �� 類（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）に分
類される（第 �� 類注 �（a）（ⅲ）参照）。

綿及び綿織物



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



出題例

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

【問題】　次のうち第��類に分類されないものはどれか。
➀絹糸
➁大麻
➂亜麻



解答

�� 類

【問題】　次のうち第��類に分類されないものはどれか。
➀絹糸
➁大麻
➂亜麻

【解答】　➀
絹糸は、第 �� 類（絹及び絹織物）に分類される。

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



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



出題例

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

【問題】　次のうち第 �� 類に分類されるものはどれか。
➀デニム
➁亜麻織物
➂ポリエステルフィラメント



解答

�� 類

【問題】　次のうち第 �� 類に分類されるものはどれか。
➀デニム
➁亜麻織物
➂ポリエステルフィラメント

【解答】　➂
➀デニムは、第 �� 類（綿及び綿織物）に分類される（第
�� 号注 �参照）。
➁亜麻織物は、第 �� 類（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）に分類される。

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



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



出題例

人造繊維の短繊維及びその織物�� 類

【問題】 　次のうち第 �� 類に分類されないものはどれか。
➀ナイロンステープル
➁ポリプロピレンフィラメント
➂ポリエチレンステープル



解答

�� 類

【問題】 　次のうち第 �� 類に分類されないものはどれか。
➀ナイロンステープル
➁ポリプロピレンフィラメント
➂ポリエチレンステープル

【解答】　➁
ポリプロピレンフィラメントは、第 �� 類（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）に分類される。

人造繊維の短繊維及びその織物



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



出題例

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

【問題】　次のうち第 �� 類に分類されないものはどれか。
➀金属を交えた糸
➁フェルト製のじゅうたん
➂漁網（製品にしたもの）



解答

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

【問題】　次のうち第 �� 類に分類されないものはどれか。
➀金属を交えた糸
➁じゅうたん
➂漁網（製品にしたもの）

【解答】　➁
フェルト製のじゅうたんは、第 ��.�� 項に分類される。



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、人工芝



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≫

【注】
�　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。

【問題】
タフトした人工芝は、第 �� 類に分類される。



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。

【問題】
タフトした人工芝は、第 �� 類に分類される。

【解答】　正しい。
タフトした人工芝は、じゅうたんその他の紡織用繊維の床
用敷物として第 ��.�� 項に分類される。



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



出題例

重要な部・類の注

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

≪第 �� 類　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の注の規定≫

【注】
６　第 ��.�� 項においてししゅう布には、金属糸又はガラ
ス繊維の糸によりししゅうした物品で紡織用繊維の織物類
の基布が見えるもの及び紡織用繊維その他の材料の薄片、
ビーズ又は装飾品を縫い付けてアプリケにした物品を含む
ものとし、手針によりつづれ織り風にした織物（第 ��.�� 
項参照）を含まない。
７　この類には、第 ��.�� 項の物品のほか、衣類、室内用
品その他これらに類する物品に使用する種類の金属糸製の
物品を含む。

【問題】　次のうち第 �� 類に分類されるものはどれか。
➀クロセ編物
➁メリヤス編物
➂チュールレース



解答

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

【問題】　次のうち第 �� 類に分類されるものはどれか。
➀クロセ編物
➁メリヤス編物
➂チュールレース

【解答】　➂
チュールレースは、第 ��.�� 項に分類される。
➀クロセ編物、➁メリヤス編物は、どちらも第 �� 類（メリ
ヤス編物及びクロセ編物）に分類される。



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



重要な部・類の注

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

≪第 �� 類　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の注の規定≫

【注】
２ 第 ��.�� 項には、次の物品を含む。
(a) 紡織用繊維の織物類で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し
又は積層したもの（� 平方メートルについての重量を問わず、また、当該
プラスチックの性状が密又
は多泡性であるものに限る。）。ただし、次の物品を除く。
(�) 染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することがで
きない織物類（通常、第 �� 類から第 �� 類まで、第 �� 類又は第 �� 類に
属する。）。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ず
る色の変化を考慮しない。
�　第 ��.�� 項において「プラスチックを積層した紡織用繊維の織物類」
とは、一以上の織物類の層と一以上のプラスチックのシート又はフィルム
とを組み合わせて作つた物品で、各層が互いに接着する処理により結合さ
れたものをいう（プラスチックのシート又はフィルムが横断面において肉
眼により判別できるかできないかを問わない。）。
�　第 ��.�� 項には、次の物品を含まない。

（a）伝動用又はコンベヤ用のベルチング（紡織用繊維製のもので、厚さが
� ミリメートル未満のものに限る。）

（b）伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、
塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴ
ムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造
したもの（第 ��.�� 項参照）



出題例

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

【問題】　次のうち正しい記述はどれか。
➀紡織用繊維の織物で、プラスチックを染み込ませたことを
肉眼により判別することができないものは第 �� 類に分類さ
れない（プラスチックを染み込ませた結果生じる色彩の変化
は考慮しない）。
➁織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆すること
により図案を表したものは第 �� 類に分類される。
➂紡織用繊維の織物類の両面をすべてプラスチックで被覆し
た物品で、そのことが肉眼で判別できるものは第 �� 類に分
類される（プラスチックで被覆した結果生じる色彩の変化は
考慮しない）。



解答

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

【問題】　次のうち正しい記述はどれか。
➀紡織用繊維の織物で、プラスチックを染み込ませたことを
肉眼により判別することができないものは第 �� 類に分類さ
れない（プラスチックを染み込ませた結果生じる色彩の変化
は考慮しない）。
➁織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆すること
により図案を表したものは第 �� 類に分類される。
➂紡織用繊維の織物類の両面をすべてプラスチックで被覆し
た物品で、そのことが肉眼で判別できるものは第 �� 類に分
類される（プラスチックで被覆した結果生じる色彩の変化は
考慮しない）。

【解答】　➀
第 �� 類注 �（a）（�）参照。
➁このような物品は �� 類に分類されず、通常、第 �� 類（絹
及び絹織物）から第 �� 類（人造繊維の短繊維及びその織物）
まで、第 �� 類（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）又は第 �� 類（メリ
ヤス編物及びクロセ編物）に分類される（第 �� 類注 �（a）

（�）参照）。
➂このような物品は第 �� 類に分類されず、通常、第 �� 類（プ
ラスチック及びその製品）に分類される（第 �� 類注 �（a）

（�）及び第 �� 類注 �� 参照）。



�� 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



出題例

重要な部・類の注

メリヤス編物及びクロセ編物�� 類

≪第 �� 類　メリヤス編物及びクロセ編物の注の規定≫
【注】

�　この類には、次の物品を含まない。
（a）第 ��.�� 項のクロセ編みのレース
（b） 第 ��.�� 項のメリヤス編み又はクロセ編みのラベル、

バッジその他これらに類する物品
（c）メリヤス編物及びクロセ編物で、染み込ませ、塗布し、

被覆し又は積層したもの（第 �� 類参照）。ただし、メリヤ
ス編み又はクロセ編みのパイル編物で、染み込ませ、塗布
し、被覆し又は積層したものは、第 ��.�� 項に属する。

【問題】　次のうち誤っている記述はどれか。
➀チュールその他の網地は第 �� 類に分類されない。
➁メリヤス編みで反物状のバッジは第 �� 類に分類されな
い。
➂メリヤス編みのパイル編物で、染み込ませ、塗布し、被
覆し又は積層したものは、第 �� 類に分類されない。　



解答

�� 類

【問題】　次のうち誤っている記述はどれか。
➀チュールその他の網地は第 �� 類に分類されない。
➁メリヤス編みで反物状のバッジは第 �� 類に分類されな
い。
➂メリヤス編みのパイル編物で、染み込ませ、塗布し、被
覆し又は積層したものは、第 �� 類に分類されない。

【解答】　➂
このような物品は、第 ��.�� 項に分類される（第 �� 類注 �

（c）参照）。
➀チュールその他の網地は、第 ��.�� 項に分類される（第
�� 類注 �（a）参照）。
➁メリヤス編みで反物状のバッジは、第 ��.�� 項に分類さ
れる（第 �� 類注 �（b）参照）。

メリヤス編物及びクロセ編物



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、プラスチッ
クを積層した手袋

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≫

【注】

�　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、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



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

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）

�　第 ��.�� 項及び第 ��.�� 項には、ウエストより下の部分にポケッ

トのある衣類、裾にゴム編みのウエストバンドその他の絞る部

分がある衣類及び少なくとも縦 �� センチメートル、横 �� セン

チメートルの範囲で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそ

れぞれ � センチメートルにつき �� 未満である衣類を含まない。

第 ��.�� 項には、袖無しの衣類を含まない。

「シャツ」及び「シャツブラウス」とは、長袖又は半袖を有し、ネッ

クラインが一部又は全部開いている上半身用の衣類である。「ブ

ラウス」とは、上半身用のゆつたりした衣類であり、袖無し及

びネックラインが開いているものであるかないかを問わない。

「シャツ」、「シャツブラウス」及び「ブラウス」は、襟を有する

ものを含む。

�　（ 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



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を除く。）

�� 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
ものを除く。）の注の規定≫

【注】
�　この類には、次の物品を含まない。

（a）第 ��.�� 項の中古の衣類その他の物品
（b） 整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する

物品（第 ��.�� 項参照）
�　第 ��.�� 項及び第 ��.�� 項には、ウエストより下の部分にポケッ
トのある衣類、裾にゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分
がある衣類を含まず、第 ��.�� 項には、袖無しの衣類を含まない。

「シャツ」及び「シャツブラウス」とは、長袖又は半袖を有し、ネッ
クラインが一部又は全部開いている上半身用の衣類である。「ブラ
ウス」とは、上半身用のゆつたりした衣類であり、袖無し及びネッ
クラインが開いているものであるかないかを問わない。「シャツ」、

「シャツブラウス」及び「ブラウス」は、襟を有するものを含む。
�　第 ��.�� 項については、次に定めるところによる。

（a） 「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をいう。
�　この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用
の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の
衣類とみなす。この注 � の規定は、衣類の裁断により男子用の衣
類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができ
るものについては、適用しない。
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。



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を除く。）

�� 類

【問題】　次のうち第 �� 類に分類されるものはどれか。

➀剣道用の小手（紡織用繊維織物製）

➁革製の手袋、革製のベルト

➂毛皮を裏張りした毛織物製のコート

　



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を除く。）

�� 類

【問題】　次のうち第 �� 類に分類されるものはどれか。

➀剣道用の小手（紡織用繊維織物製）

➁革製の手袋、革製のベルト

➂毛皮を裏張りした毛織物製のコート

【解答】　➀

➁革製の手袋、革製のベルトは、どちらも第 �� 項（革製品及び動

物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する

容器並びに腸の製品）に分類される（第 �� 類注 � 参照）。

➂毛皮を裏張りした毛織物製のコートは、第 �� 類（毛皮及び人造

毛皮並びにこれらの製品）に分類される（第 �� 類注 � 参照）。



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、仮設
の日よけテント並びにキャンプ用品

救命胴衣救命胴衣

中古ジーンズ中古ジーンズ

仮設の日よけテント
並びにキャンプ用品
仮設の日よけテント
並びにキャンプ用品

ぞうきんぞうきん

ベッドリネンベッドリネン



重要な部・類の注

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

≪第 �� 類　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の注の規定≫

【注】
�　第 ��.�� 項には、次の物品のみを含む。

（a）次の紡繊用繊維製の物品
（ⅰ）衣類及び衣類附属品並びにこれらの部分品
（ⅱ）毛布及びひざ掛け
（ⅲ）ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及

びキッチンリネン
（ⅳ）室内用品（第 ��.�� 項から第 ��.�� 項までのじゆうた

ん及び第 ��.�� 項の織物を除く。）
（b）履物及び帽子で、石綿以外の材料のもの

ただし、第 ��.�� 項には、⒜又は⒝の物品で次のいずれの要
件も満たすもののみを含む。

（ⅰ）使い古したものであることが外観から明らかであるこ
と。

（ⅱ）ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包
装で提示すること。



出題例

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

【問題】　次のうち正しい記述はどれか。
➀テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンは
第 �� 類に分類されるが、ベッドリネンは第 �� 類に分類さ
れる。
➁ぞうきんは第 �� 類に分類されるが、モップは第 �� 類に
分類される。
➂中古のジーンズとデニムパンツ（綿 ���%）は、どちら
も第 �� 類に分類される。



解答

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

【問題】　次のうち正しい記述はどれか。
➀テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンは
第 �� 類に分類されるが、ベッドリネンは第 �� 類に分類さ
れる。
➁ぞうきんは第 �� 類に分類されるが、モップは第 �� 類に
分類される。
➂中古のジーンズとデニムパンツ（綿 ���%）は、どちら
も第 �� 類に分類される。

【解答】　➁
➀これらは、すべて第 �� 類に分類される（第 �� 類注 �

（a）（ⅲ）参照）。
➂中古のジーンズは第 �� 類に分類されるが、デニムパン
ツ（綿 ���%）は第 ��.���� 号に分類される。
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