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関税制度の関連法 

輸出入関連基本法、手続きガイドラインなど 

法令番号 内容 

法律 54/2014/QH13 新税関法 

法律 71/2014/QH13 税法の一部改正（輸出入関税法の第 9条 3項と第 14条を修正） 

法律 107/2016/QH13 輸出入税法 

法律 05/2017/QH14 海外貿易管理法 

政令 11/VBHN-BTC 税務管理法のガイダンス 

政令 10/2018/ND-CP 貿易の救済方法に関する海外貿易管理法の規定の指針 

政令 08/2015/ND-CP 税関手続きの適用とガイダンス 

政令 59/2018/ND-CP 政令 08/2015/ND-CP修正に関する政令 

政令 122/2016/ND-CP 輸出入税の規定（関税率表含む） 

政令 125/2017/ND-CP 政令 122/2016/ND-CP修正および補足に関する政令 

政令 57/2020/ND-CP 政令 122/2016/ND-CPおよび政令 125/2017/ND-CPの一部条項の修正および

補足に関する政令 

政令 101/2021/ND-CP 政令 122/2016/ND-CP および政令 57/2020/ND-CP の修正および補足（2021

年 12月 30日より施行） 

政令 134/2016/ND-CP 輸出入税法のガイドライン 

政令 18/2021/ND-CP 政令 134/2016/ND-CPの修正および補足に関する政令 

公文書 2687/TCHQ-TXNK 政令 18/2021/ND-CPの適用ガイドライン 

通達 203/2014/TT-BTC 地方の税関における在庫処分 

通達 38/2015/TT-BTC 輸出入品に課せられる税関手続きと、税関監督と検査、輸出税、輸入税 

通達 39/2018/TT-BCT 通達 38/2015/TT-BCTの一部条項の修正および補足 

通達 39/2015/TT-BTC 輸出入品の税金計算と通関価額の規定 

通達 06/2021/TT-BTC 輸出入品の租税管理に対する租税管理法の一部規定の細則 

決定 1810/QD-TCHQ 輸出入品の検査、協議および関税評価の手続き 

決定 817/QD-TCHQ 税関総局発行の輸入品リスク管理リスト 

決定 1966/QD-TCHQ 輸出入品の関税手続き 

決定 80/2008/QD-BTC 特恵輸入税率の詳細な適用ガイドラインの一部修正・補足 

決定 31/2015/QD-TTG 免税、免税対象の手荷物、贈物およびサンプルに関する政府発行の決定 

決定 36/2016/QD-TTg 一般的な輸入税の適用 

決定 45/2017/QD-TTg 決定 36/2016/QD-TTgの一部修正 

法律 38/2019/QH14 2006 年の旧税務行政に関する法律(その後の変更を含む)に代わる税務行
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政に関する法律 

政令 126/2020/ND-CP 税務行政に関する法律の一部規定の細則を定める政令（2020年 12月 5日

施行） 

政令 91/2022/ND-CP 政令 126/2020/ND-CPの修正および補足 

政令 09/2018/ND-CP ベトナムにおける外国人投資家および外国人投資機関の商品取引に直接

関係する商品取引およびその他の活動に関する商取引法および外国貿易

管理法に関する政令 

政令 31/2018/ND-CP 物品の原産地に関する貿易管理法の詳細を定める政令 

政令 69/2018/ND-CP 外国貿易管理法に関する政令 

通達 12/2018/TT-BCT 外国貿易管理法および政令 69/2018/ND-CPの詳細を定める通達 

通達 34/2013/TT-BCT 外国投資企業に対する商品取引活動および商品取引に直接関連する活動

の実施ロードマップに関する通達 

通達 05/2018/TT-BCT 物品の原産地に関して定める通達 

通達 39/2018/TT-BCT 輸出品の原産地の検査および確認に関する通達 

決定 45/2017/QD-TTg 決定 36/2016/QD-TTgの修正に関する決定 

決定 28/2019/QD-TTg 決定 45/2017/QD-TTgの修正に関する決定 

法律 27/2008/QH12 特別消費税法 

法律 70/2014/QH13 特別消費税法の一部改正 

法律 106/2016/QH13 特別消費税法、付加価値税法および租税行政に関する法律の一部改正 

政令 12/2015/ND-CP 税務諸法の改正法の施行細則および税務諸政令の一部条項の改正に関す

る政令 

政令 57/2021/ND-CP 政令 12/2015/ND-CPの修正および補足に関する政令 

政令 123/2020/ND-CP インボイスおよび証書に関する政令（2022年 7月 1日施行） 

通達 14/2015/TT-BTC 輸入品および輸出品の分類および関税に関する通達 

通達 17/2021/TT-BTC 通達 14/2015/TT-BTCの修正および補足に関する通達 

税関総局長決定 1919/QD-

TCHQ 

輸出入品に関する免税、減税、還付、税金徴収なし、支払過ぎの税金処理

の手続きを定める税関総局長決定 

税関総局長決定 1921/QD-

TCHQ 

輸出入品に関する分類および税率の適用を定める税関総局長決定 

 

商品ごとの優遇税率（主な物品について、以下に内容を記載する。） 
 

法令番号 内容 

自動車・中古車   

  政令 122/2016/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない

輸入税の計画 



ベトナム 関税制度 

最終更新日：2022年 12月 21日 

禁無断転載 Copyright (C) 2022 JETRO. All rights reserved. 3 

 

  政令 125/2017/ND-CP 政令 122/2016/ND-CPを補足し、輸出関税、輸入関税、輸出入品目、

その他輸入クオータの枠外に関する関税についての政令 

 政令 57/2020/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない

輸入税の計画に関する政令122/2016/ND-CPおよび政令125/2017/ND-

CPの一部条項の修正および補足に関する政令 

 政令 101/2021/ND-CP 政令 122/2016/ND-CP および政令 57/2020/ND-CP の修正および補足

（2021年 12月 30日より施行） 

鉄鋼   

  政令 122/2016/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない

輸入税の計画 

  政令 125/2017/ND-CP 政令 122/2016/ND-CPを補足し、輸出関税、輸入関税、輸出入品目、

その他輸入クオータの枠外に関する関税についての政令 

 政令 57/2020/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない

輸入税の計画に関する政令122/2016/ND-CPおよび政令125/2017/ND-

CPの一部条項の修正および補足に関する政令 

 政令 101/2021/ND-CP 政令 122/2016/ND-CP および政令 57/2020/ND-CP の修正および補足

（2021年 12月 30日より施行） 

石油   

  政令 122/2016/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない

輸入税の計画 

  政令 125/2017/ND-CP 政令 122/2016/ND-CPを補足し、輸出関税、輸入関税、輸出入品目、

その他輸入クオータの枠外に関する関税についての政令 

 政令 57/2020/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない

輸入税の計画に関する政令122/2016/ND-CPおよび政令125/2017/ND-

CPの一部条項の修正および補足に関する政令 

化学製品   

  政令 122/2016/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない

輸入税の計画 

  政令 125/2017/ND-CP 政令 122/2016/ND-CPを補足し、輸出関税、輸入関税、輸出入品目、

その他輸入クオータの枠外に関する関税についての政令 

 政令 57/2020/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない

輸入税の計画に関する政令122/2016/ND-CPおよび政令125/2017/ND-

CPの一部条項の修正および補足に関する政令 

家電製品、電子部品   

  決定 08/2006/QD-BTC 電子部品および付属品について輸入関税の大幅な引き下げに関する

決定 15/2005/QD-BTCを修正 
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農産物（牛乳、乳製品）   

  政令 122/2016/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない

輸入税の計画 

  政令 125/2017/ND-CP 政令 122/2016/ND-CPを補足し、輸出関税、輸入関税、輸出入品目、

その他輸入クオータの枠外に関する関税についての政令 

 政令 57/2020/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない

輸入税の計画に関する政令122/2016/ND-CPおよび政令125/2017/ND-

CPの一部条項の修正および補足に関する政令 

木材   

  政令 122/2016/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない

輸入税の計画 

  政令 125/2017/ND-CP 政令 122/2016/ND-CPを補足し、輸出関税、輸入関税、輸出入品目、

その他輸入クオータの枠外に関する関税についての政令 

 政令 57/2020/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない

輸入税の計画に関する政令122/2016/ND-CPおよび政令125/2017/ND-

CPの一部条項の修正および補足に関する政令 

その他   

  法律 70/2014/QH13 特別消費税法 27/2008/QH12の修正・補足 

 法律 106/2016/QH13 特別消費税法、付加価値税法および租税行政に関する法律の一部改

正法 

  政令 158/2006/ND-CP 商業法の詳細を説明する政令番号で提供された管理手続の修正と補

足 

 政令 51/2018/ND-CP 政令 158/2006/ND-CPの修正と補足 

  政令 09/2018/ND-CP ベトナムにおける外資系企業の商品売買活動および商品売買に直接

関連する活動に関する商法細則 

  政令 120/2011/ND-CP 商品取引所を介する商業に関する商法の施行細則の修正 

 政令 98/2020/ND-CP 偽造品および禁制品の商取引、生産および売買、ならびに消費者の権

利保護に関する規制の行政違反措置に関する政令 

  政令 108/2015/ND-CP 特別消費税法の施行細則 

 政令 100/2016/ND-CP 特別消費税法、付加価値税法および租税行政に関する法律の改正に

関する指針 

 政令 14/2019/ND-CP 政令 108/2015/ND-CPの修正と補足 

 政令 67/2020/ND-CP 免税品取引、保管施設、通関手続地、集荷地、税関検査および監督の

要件に関する政令 68/2016/ND-CPの修正 

 政令 37/2020/ND-CP 投資法の細則を定める政令 118/2015/ND-CPの付属書である投資優遇
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の適用対象となる投資事業一覧の修正 

  通達 34/2013/TT-BCT 外国投資企業に対する商品売買活動および商品売買に直接関連する

活動の実施ロードマップ 

  決定 251/QD-BTC 輸出入品の通関価額 

  決定 1966/QD-TCHQ  輸出入品に対する関税手続き 

 決定 2999/QD-TCHQ 輸出入の調査と分析に関する規制 

  決定 0616/1999/QD-BTM 日本を最恵国税率享受国一覧に導入 

 

最恵国待遇、協定による優遇規定 

法令番号 内容 

法律 05/2017/QH14 外国貿易管理法 

政令 48/2005/ND-CP  ベトナムータイ間の輸入関税減免協定 

政令 122/2016/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない輸入

税の計画 

政令 125/2017/ND-CP 政令 122/2016/ND-CPを補足し、輸出関税、輸入関税、輸出入品目、その

他輸入クオータの枠外に関する関税についての政令 

政令 57/2020/ND-CP 輸入税、特恵輸入税、統一課税品目リスト、複合関税、割当てのない輸入

税の計画に関する政令 122/2016/ND-CP および政令 125/2017/ND-CP の一

部条項の修正および補足に関する政令 

政令 150/2017/ND-CP ベトナム - ユーラシア経済連合自由貿易協定（VN-EEU FTA）2018-2022

におけるベトナムの輸入関税優遇措置に関する政令 

政令 153/2017/ND-CP 中国 ASEAN自由貿易協定(ACTFA)2018-2022におけるベトナムの輸入関税

優遇措置に関する政令 

政令 154/2017/ND-CP ベトナム - チリ自由貿易協定（VCFTA）2018-2022におけるベトナムの

輸入関税優遇措置に関する政令 

政令 155/2017/ND-CP ベトナム - 日本経済連携協定（VJEPA）2018-2023におけるベトナムの

輸入関税優遇措置に関する政令 

政令 156/2017/ND-CP ASEAN 貿易協定（ATIGA）2018-2022 におけるベトナムの輸入関税優遇措

置に関する政令 

政令 157/2017/ND-CP ASEAN‐韓国自由貿易協定（AKFTA）2018-2022におけるベトナムの輸入関

税優遇措置に関する政令 

政令 158/2017/ND-CP ASEAN・オーストラリア・ニュージーランド自由貿易協定（AANZFTA）2018-

2022におけるベトナムの輸入関税優遇措置に関する政令 

政令 159/2017/ND-CP ASEAN‐インド自由貿易協定（AIFTA）2018-2022におけるベトナムの輸入

関税優遇措置に関する政令 
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政令 160/2017/ND-CP 日本・ASEAN 包括的経済連携協定(AJCEP)2018-2023 におけるベトナムの

輸入関税優遇措置に関する政令 

政令 57/2019/ND-CP 環太平洋パートナーシップに関する先進的かつ包括的な協定（CPTPP、い

わゆる TPP11）2019-2022におけるベトナムの輸入関税優遇措置に関する

政令 

政令 07/2020/ND-CP ASEAN・香港自由貿易協定(AHKFTA)2019-2022におけるベトナムの輸入関

税優遇措置に関する政令 07/2020/ND-CP 

政令 39/2020/ND-CP キューバ・ベトナム間の貿易協定 2020-2023 におけるベトナムの輸入関

税優遇措置に関する政令 

政令 111/2020/ND-CP EU・ベトナム自由貿易協定（EVFTA）2020-2022におけるベトナムの輸出

入関税優遇措置に関する政令 

通達 04/2010/TT-BCT ベトナム商工省とラオス工業貿易省の間で合意したベトナムおよびラオ

スの優遇輸入関税対象商品の原産地ルール施行に関する合意事項 

通達 38/2015/TT-BTC  税関手続き、税関検査監督、輸出入品の輸出入関税および税管理実施ガ

イドライン 

通達 39/2018/TT-BTC 通達 38/2015/TT-BTCの修正と補足 

通達 07/2015/TT-BCT  ASEAN 諸国を原産とするタバコの輸入税率を適用しないことを定めた通

達 

通達 21/2016/TT-BCT 

  

ベトナムとユーラシア経済連合間の自由貿易協定における原産地規則の

実施に関する規定 

通達 11/2018/TT-BCT 通達 21/2016/TT-BCTの一部修正および補足 

通達 03/2019/TT-BCT 環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定（CPTPP、

いわゆる TPP11）の原産地規則に関する通達 

通達 06/2020/TT-BCT 通達 03/2019/TT-BCTの一部条項の修正 

通達 21/2019/TT-BCT ASEAN・香港自由貿易協定における原産地規則を定める通達 

通達 25/2019/TT-BCT ASEAN物品貿易協定に基づく製品の原産地規則の実施に関する 2016年 10

月 3日付の商工省発行通達 22/2016/TT-BCTの一部条項を修正・補足する

通達 

通達 03/2020/TT-BCT 環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定（CPTPP）

における関税割当に基づくたばこ原料の輸入に関する通達 

通達 11/2020/TT-BCT EU・ベトナム自由貿易協定（EVFTA）における原産地規則を定める通達 

通達 19/2020/TT-BCT ASEAN物品貿易協定（ATIGA）の原産地規則に関する諸通達の改正を定め

る通達 
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決議 101/NQ-CP 日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)第一改正議定書の承認に関する

決議 

決議 110/NQ-CP ASEAN物品物品協定（ATIGA）第一改正議定書の承認に関する決議 

決定 08/2006/QD-BTC 電子部品および付属品について輸入関税の大幅な引き下げに関する決定

15/2005/QD-BTCを修正 

処罰 

政令127/2013/ND-CP 税関分野における違反への行政処分規定に関する政令（2020年12月10日

失効） 

政令45/2016/ND-CP 政令127/2013/ND-CP修正に関する政令（2020年12月10日失効） 

政令128/2020/ND-CP 税関分野における行政違反処分に関する政令（2020年12月10日施行） 

通達155/2016/TT-BTC 政令127/2013/ND-CPに関するガイドライン提供の通達 

 

 


