
項目１ 項目２ リンク関連 タイトル URL その他言語 URL 備考

品目の定義 - 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

品目の定義 - 関係省庁 中華人民共和国商務部（中国語） http://www.mofcom.gov.cn/

品目の定義 - 根拠法等 中華人民共和国輸出入税則（2020版）（中国語）
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/t20191230_

3452186.htm

品目の定義 - その他参考情報 中国税関総署「掌上税関」アプリ（中国語） http://online.customs.gov.cn/static/pages/mySearch.html

品目の定義 - その他参考情報 日本税関web輸出統計品目表 https://www.kanzei.or.jp/statistical/expstatis/top/index/j

品目の定義 - その他参考情報 森林法実施条例（中国語）
https://duxiaofa.baidu.com/detail?searchType=statute&from

=aladdin_28231&originquery=%E6%A3%AE%E6%9E%9

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 関係省庁 中国国家林業局（中国語） http://www.forestry.gov.cn/

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 関係省庁 中華人民共和国商務部（中国語） www.mofcom.gov.cn/

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 根拠法等 中華人民共和国輸出入動植物検疫法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/30226

7/2369559/index.html
ジェトロ仮訳

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/

cn/foods/pdf/custom_001.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 根拠法等
輸入木材検査検疫監督管理業務の強化に関する国家品質監督検査検疫総局
の意見（中国語）

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/200812/200812059

85220.html

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） その他参考情報 ジェトロ「貿易管理制度」 https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_02.html

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 関係省庁 中華人民共和国農業農村部（中国語） http://www.moa.gov.cn/

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 根拠法等 中華人民共和国輸出入動植物検疫法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/30226

7/2369559/index.html
ジェトロ仮訳

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/

cn/foods/pdf/custom_001.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 根拠法等 中華人民共和国輸出入動植物検疫法実施条例（中国語）
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-

08/06/content_21042.htm
ジェトロ仮訳

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/

pdf/custom_002.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 根拠法等
輸入動植物製品を中国国外で生産、加工、保管を行う事業者の登録登記事項
に関するサービスについての手引き（中国語）

http://www.customs.gov.cn/customs/1481624/hlwhgxtsj/25

14813/index.html

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 根拠法等 輸入原木検疫要求（2001年第2号公告）の執行に係る関連通知（中国語） http://www.fdi.gov.cn/1800000121_23_67877_0_7.html

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 根拠法等 絶滅危惧種野生動植物輸出入管理条例（中国語）
http://www.forestry.gov.cn/main/3950/20170314/459876.ht

ml

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 根拠法等 野生動植物輸出入証書管理弁法（中国語） http://www.forestry.gov.cn/main/3951/content-956814.html

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 その他参考情報 輸出入野生動植物種商品目録（中国語）
http://www.forestry.gov.cn/uploadfile/bwwz/2017-

8/file/2017-8-2-4c6a8a1b655c4a6dba71d69b5154770a.pdf

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 その他参考情報 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302413/30241

7/bhysdzw/gyjfl/1818580/index.html

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 その他参考情報 経済産業省「ワシントン条約関連貨物の輸出」
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_contr

ol/02_exandim/06_washington/cites_ex.html

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 根拠法等 中華人民共和国輸出入動植物検疫法実施条例（中国語）
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-

08/06/content_21042.htm

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 根拠法等 輸入原木検疫要求（2001年第2号公告）の執行に係る関連通知（中国語） http://www.fdi.gov.cn/1800000121_23_67877_0_7.html

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 根拠法等 輸入原木防除処理方法および技術要求（中国語）
https://www.lawtime.cn/info/baoguanshangjian/baoguansha

ngjianfalv/2012012015789.html

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 根拠法等
絶滅危惧種野生動植物輸出入管理条例（中国語）（注：以下の二つの「一部
の行政規則の改正と廃止に関する決定」を参照）

http://www.forestry.gov.cn/main/3950/20170314/459876.ht

ml

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 根拠法等 野生動植物輸出入証書管理弁法（中国語） http://www.forestry.gov.cn/main/3951/content-956814.html

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 根拠法等 輸出入木材検疫規程（SN/T 1126-2002）（中国語）
http://www.cssn.net.cn/cssn/front/gbdetail.jsp?A001=MTA

0MzExMQ==

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 根拠法等 輸出入野生動植物種商品目録（中国語）
http://www.forestry.gov.cn/uploadfile/bwwz/2017-

8/file/2017-8-2-4c6a8a1b655c4a6dba71d69b5154770a.pdf

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 その他参考情報

食品関連の規制 1. 製品規格 関係省庁 国家市場監督管理総局（中国語） http://www.samr.gov.cn/

食品関連の規制 1. 製品規格 関係省庁 国家林業草原局 国家公園管理局（中国語） http://www.forestry.gov.cn/

食品関連の規制 1. 製品規格 根拠法等 中華人民共和国国家標準GB/T 4812-2016 特級原木（中国語）
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=80ACB6B

CD72DA6824346294A609BC38D
食品関連の規制 1. 製品規格 根拠法等 中華人民共和国国家標準GB/T 144-2013 原木検査（中国語）

http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=3489AE59

C407909FCAA322FC806C0E61
食品関連の規制 1. 製品規格 根拠法等

中華人民共和国国家標準GB/T 35380-2017 輸入原木中廃材の判定方法（中
国語）

http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=9EE79773

C2A72DDE4FCACEB21660F9B5
食品関連の規制 1. 製品規格 根拠法等 中華人民共和国国家標準GB/T 9846-2015普通合板（中国語）

http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=7801E153

E5CC471F625796FA6BE43BB2
食品関連の規制 1. 製品規格 根拠法等 中華人民共和国国家標準GB/T 29894-2013木材鑑別方法通則（中国語）

http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=5792F957

9E095F01452C296826488785
食品関連の規制 1. 製品規格 その他参考情報

食品関連の規制 2. 残留農薬及び動物性薬品 関係省庁

食品関連の規制 2. 残留農薬及び動物性薬品 根拠法等

食品関連の規制 2. 残留農薬及び動物性薬品 その他参考情報

食品関連の規制 3. 重金属および汚染物質 関係省庁

食品関連の規制 3. 重金属および汚染物質 根拠法等

食品関連の規制 3. 重金属および汚染物質 その他参考情報

食品関連の規制 4. 食品添加物 関係省庁

食品関連の規制 4. 食品添加物 根拠法等

食品関連の規制 4. 食品添加物 その他参考情報

【中国】林産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク

http://www.customs.gov.cn/
http://www.mofcom.gov.cn/
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/t20191230_3452186.htm
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/t20191230_3452186.htm
http://online.customs.gov.cn/static/pages/mySearch.html
https://www.kanzei.or.jp/statistical/expstatis/top/index/j
https://duxiaofa.baidu.com/detail?searchType=statute&from=aladdin_28231&originquery=%E6%A3%AE%E6%9E%97%E6%B3%95%E5%AE%9E%E6%96%BD%E6%9D%A1%E4%BE%8B&count=48&cid=86a64b3762456872be02923ad91bf45e_law
https://duxiaofa.baidu.com/detail?searchType=statute&from=aladdin_28231&originquery=%E6%A3%AE%E6%9E%97%E6%B3%95%E5%AE%9E%E6%96%BD%E6%9D%A1%E4%BE%8B&count=48&cid=86a64b3762456872be02923ad91bf45e_law
http://www.customs.gov.cn/
http://www.forestry.gov.cn/
http://www.mofcom.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369559/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369559/index.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custom_001.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custom_001.pdf
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/200812/20081205985220.html
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/200812/20081205985220.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_02.html
http://www.customs.gov.cn/
http://www.moa.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369559/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369559/index.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custom_001.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custom_001.pdf
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-08/06/content_21042.htm
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-08/06/content_21042.htm
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custom_002.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custom_002.pdf
http://www.customs.gov.cn/customs/1481624/hlwhgxtsj/2514813/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/1481624/hlwhgxtsj/2514813/index.html
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_23_67877_0_7.html
http://www.forestry.gov.cn/main/3950/20170314/459876.html
http://www.forestry.gov.cn/main/3950/20170314/459876.html
http://www.forestry.gov.cn/main/3951/content-956814.html
http://www.forestry.gov.cn/uploadfile/bwwz/2017-8/file/2017-8-2-4c6a8a1b655c4a6dba71d69b5154770a.pdf
http://www.forestry.gov.cn/uploadfile/bwwz/2017-8/file/2017-8-2-4c6a8a1b655c4a6dba71d69b5154770a.pdf
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302413/302417/bhysdzw/gyjfl/1818580/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302413/302417/bhysdzw/gyjfl/1818580/index.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex.html
http://www.customs.gov.cn/
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-08/06/content_21042.htm
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-08/06/content_21042.htm
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_23_67877_0_7.html
https://www.lawtime.cn/info/baoguanshangjian/baoguanshangjianfalv/2012012015789.html
https://www.lawtime.cn/info/baoguanshangjian/baoguanshangjianfalv/2012012015789.html
http://www.forestry.gov.cn/main/3950/20170314/459876.html
http://www.forestry.gov.cn/main/3950/20170314/459876.html
http://www.forestry.gov.cn/main/3951/content-956814.html
http://www.cssn.net.cn/cssn/front/gbdetail.jsp?A001=MTA0MzExMQ==
http://www.cssn.net.cn/cssn/front/gbdetail.jsp?A001=MTA0MzExMQ==
http://www.forestry.gov.cn/uploadfile/bwwz/2017-8/file/2017-8-2-4c6a8a1b655c4a6dba71d69b5154770a.pdf
http://www.forestry.gov.cn/uploadfile/bwwz/2017-8/file/2017-8-2-4c6a8a1b655c4a6dba71d69b5154770a.pdf
http://www.samr.gov.cn/
http://www.forestry.gov.cn/
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=80ACB6BCD72DA6824346294A609BC38D
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=80ACB6BCD72DA6824346294A609BC38D
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=3489AE59C407909FCAA322FC806C0E61
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=3489AE59C407909FCAA322FC806C0E61
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=9EE79773C2A72DDE4FCACEB21660F9B5
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=9EE79773C2A72DDE4FCACEB21660F9B5
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=7801E153E5CC471F625796FA6BE43BB2
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=7801E153E5CC471F625796FA6BE43BB2
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=5792F9579E095F01452C296826488785
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=5792F9579E095F01452C296826488785


項目１ 項目２ リンク関連 タイトル URL その他言語 URL 備考

【中国】林産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク

食品関連の規制 5. 食品包装規制（食品容器の品質または基準） 関係省庁

食品関連の規制 5. 食品包装規制（食品容器の品質または基準） 根拠法等

食品関連の規制 5. 食品包装規制（食品容器の品質または基準） その他参考情報

食品関連の規制 6. 表示ラベル 関係省庁

食品関連の規制 6. 表示ラベル 根拠法等

食品関連の規制 6. 表示ラベル その他参考情報

食品関連の規制 7. その他 関係省庁

食品関連の規制 7. その他 根拠法等

食品関連の規制 7. その他 その他参考情報

輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 関係省庁 中華人民共和国商務部（中国語） http://www.mofcom.gov.cn/

輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 中華人民共和国税関輸出入貨物申告管理規定（中国語）
http://www.customs.gov.cn//customs/302249/302266/30226

7/2539748/index.html
輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等

中華人民共和国税関通関申告事業者登録登記管理規定（2018年改正）（中国
語）

http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/201806/2018060275

8223.shtml
輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 通関申告企業登録登記許可（中国語）

http://www.customs.gov.cn//customs/1481624/hlwhgxtsj/25

14117/index.html
輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 輸出入貨物荷送受人登録登記（中国語）

http://www.customs.gov.cn//customs/1481624/hlwhgxtsj/25

14120/index.html
輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 中華人民共和国輸出入動植物検疫法（中国語）

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/30226

7/2369559/index.html
ジェトロ仮訳

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/

cn/foods/pdf/custom_001.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 中華人民共和国輸出入動植物検疫法実施条例（中国語）
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-

08/06/content_21042.htm
ジェトロ仮訳

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/

pdf/custom_002.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 野生動植物輸出入証書管理弁法（中国語） http://www.forestry.gov.cn/main/3951/content-956814.html

輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 絶滅危惧種野生動植物輸出入管理条例（中国語）
http://www.forestry.gov.cn/main/3950/20170314/459876.ht

ml
輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 その他参考情報 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（中国語）

http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302413/30241

7/bhysdzw/gyjfl/1818580/index.html
輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 その他参考情報 経済産業省「ワシントン条約関連貨物の輸出」

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_contr

ol/02_exandim/06_washington/cites_ex.html

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 税関輸出入貨物申告管理規定（中国語）
http://www.customs.gov.cn//customs/302249/302266/3022

67/2539748/index.html

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 中華人民共和国輸出入動植物検疫法実施条例（中国語）
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-

08/06/content_21042.htm
ジェトロ仮訳

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/

pdf/custom_002.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 中華人民共和国輸出入動植物検疫法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/30226

7/2369559/index.html
ジェトロ仮訳

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/

cn/foods/pdf/custom_001.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 輸入原木検疫要求（2001年第2号公告）の執行に係る関連通知（中国語） http://www.fdi.gov.cn/1800000121_23_67877_0_7.html

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 輸入原木防除処理方法および技術要求（中国語）
https://www.lawtime.cn/info/baoguanshangjian/baoguansha

ngjianfalv/2012012015789.html

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 絶滅危惧種野生動植物輸出入管理条例（中国語）
http://www.forestry.gov.cn/main/3950/20170314/459876.ht

ml

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 野生動植物輸出入証書管理弁法（中国語） http://www.forestry.gov.cn/main/3951/content-956814.html

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） その他参考情報 ジェトロ「輸出入手続」 https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_05.html

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） その他参考情報
税関総署 国家絶滅危惧種輸出入管理弁公室公告2018年第49号　野生動植
物輸出入証書通関業務ネットワークペーパーレス化の全面実施に関する公

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/30226

9/1867727/index.html

輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 関係省庁 中華人民共和国税関総署動植物検疫司（中国語） http://dzs.customs.gov.cn/

輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 根拠法等 中華人民共和国輸出入動植物検疫法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/30226

7/2369559/index.html
ジェトロ仮訳

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/

cn/foods/pdf/custom_001.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 根拠法等 中華人民共和国輸出入動植物検疫法実施条例（中国語）
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-

08/06/content_21042.htm
ジェトロ仮訳

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/

pdf/custom_002.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 根拠法等 輸出入木材検疫規程（SN/T 1126-2002）（中国語）
http://www.cssn.net.cn/cssn/front/gbdetail.jsp?A001=MTA

0MzExMQ==

輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 根拠法等 SN∕T 2369-2009 輸出入木製品検疫規程（中国語） http://www.doc88.com/p-3505050977924.html

輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 根拠法等
輸入木材検査検疫監督管理業務の強化に関する国家品質監督検査検疫総局
の意見（中国語）

http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/200812/2008120598

5220.shtml

輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 その他参考情報 植物検疫条例（中国語）
http://lycy.pingliang.gov.cn/flfg/201906/t20190625_624330

.html

輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 その他参考情報 植物検疫条例実施細則（林業部分）（中国語） http://www.forestry.gov.cn/main/3951/content-204766.html

輸入手続 4. 販売許可手続 関係省庁 国家林業草原局 国家公園管理局（中国語） http://www.forestry.gov.cn/

輸入手続 4. 販売許可手続 根拠法等

輸入手続 4. 販売許可手続 根拠法等

輸入手続 4. 販売許可手続 その他参考情報 森林法実施条例（中国語）
https://duxiaofa.baidu.com/detail?searchType=statute&from

=aladdin_28231&originquery=%E6%A3%AE%E6%9E%9

輸入手続 5. その他 関係省庁

輸入手続 5. その他 根拠法等

輸入手続 5. その他 その他参考情報

輸入関税等 1. 関税 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入関税等 1. 関税 根拠法等 中華人民共和国輸出入税則（2020版）（中国語）
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/t20191230_

3452186.htm
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項目１ 項目２ リンク関連 タイトル URL その他言語 URL 備考

【中国】林産物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク

輸入関税等 1. 関税 その他参考情報 中国輸出入税率検索（中国語）
http://202.127.48.116:18001/static/pages/taxRateQuery.htm

l

輸入関税等 1. 関税 その他参考情報 ジェトロ「世界各国の関税率（World Tariff）」 https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/

輸入関税等 1. 関税 その他参考情報 ジェトロ「関税制度」 https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_03.html

輸入関税等 2. その他の税 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入関税等 2. その他の税 関係省庁 国家税務総局（中国語） http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/index.html

輸入関税等 2. その他の税 関係省庁 国務院（中国語） http://www.gov.cn/index.htm

輸入関税等 2. その他の税 根拠法等 中華人民共和国増値税暫定条例
http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-

12/01/content_5243734.htm

中華人民共和国消費税暫定条例（ジェ
トロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/law/p

df/tax_034.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入関税等 2. その他の税 根拠法等
増値税改革の深化の関連政策に関する財政部、税務総局、関税総局の公告
（2019年）（中国語）

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4160283/co

ntent.html

輸入関税等 2. その他の税 根拠法等 輸出入商品税率一覧（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302427/302442/shang

pinshuilv/index.html

輸入関税等 2. その他の税 その他参考情報 ジェトロ「関税制度」 https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_03.html

輸入関税等 3. その他 関係省庁

輸入関税等 3. その他 根拠法等

輸入関税等 3. その他 その他参考情報

その他 - 関係省庁

その他 - 根拠法等

その他 - その他参考情報
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http://202.127.48.116:18001/static/pages/taxRateQuery.html
https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/
https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_03.html
http://www.customs.gov.cn/
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/index.html
http://www.gov.cn/index.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/01/content_5243734.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/01/content_5243734.htm
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/law/pdf/tax_034.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/law/pdf/tax_034.pdf
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4160283/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4160283/content.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302427/302442/shangpinshuilv/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302427/302442/shangpinshuilv/index.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_03.html

