
項目1 項目2 リンク関連 タイトル URL その他言語・仮訳など
URL

(その他言語・仮訳があれば)
備考

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

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

I. 品目の定義（HSコード） - 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

I. 品目の定義（HSコード） - 根拠法等 飼料及び飼料添加物管理条例（中国語） http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5219173.htm

I. 品目の定義（HSコード） - 根拠法等 輸入飼料及び飼料添加物登記管理弁法（中国語）
http://www.xixia.gov.cn/sitesources/xxxrmzf/page_pc/bmxxgk/xxgkml/zcfg/article35477fd8164b4ef697678da6

fc4af394.html

I. 品目の定義（HSコード） - 根拠法等 輸出入飼料及び飼料添加物検査検疫監督管理弁法（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372339/index.html

I. 品目の定義（HSコード） - 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

I. 品目の定義（HSコード） - 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

I. 品目の定義（HSコード） - その他参考情報 飼料の現地輸入規則及び留意点：中国向け輸出 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-051113.html

II. 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/

II. 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 農林水産省 http://www.maff.go.jp/index.html

II. 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 国税庁 http://www.nta.go.jp/

II. 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 国外ペットフード登録生産加工企業リスト（中国語） http://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754407/index.html

II. 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 「輸入を許可する飼料添加物プレミックス飼料の生産国（地域）の製品及び登録企業リスト」 http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/dzwjyjy/qymd/slaq/1886547/index.html

II. 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 国税庁「東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた輸出証明書の発行について」（国税庁） https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/sake/index.htm

II. 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 中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について（農林水産省） https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/china_shoumei.html

II. 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
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域による輸入規制に関する Q&A（農林水産

省）
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/qa_set.pdf

II. 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

II. 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（輸

出者側の手続）
関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

II. 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（輸

出者側の手続）
関係省庁 中国国家認証認可監督管理委員会（中国語） http://www.cnca.gov.cn/

II. 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（輸

出者側の手続）
根拠法等 飼料及び飼料添加物管理条例（中国語） http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5219173.htm

II. 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（輸

出者側の手続）
根拠法等 輸入飼料及び飼料添加物登記管理弁法（中国語）

http://www.xixia.gov.cn/sitesources/xxxrmzf/page_pc/bmxxgk/xxgkml/zcfg/article35477fd8164b4ef697678da6

fc4af394.html

II. 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（輸

出者側の手続）
根拠法等 輸入飼料及び飼料添加物登記管理の関連事項に関する公告（中国語） http://jiuban.moa.gov.cn/fwllm/zxbs/xzxk/ggb/201409/t20140919_4060846.htm

II. 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（輸

出者側の手続）
根拠法等 輸出入飼料及び飼料添加物検査検疫監督管理弁法（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372339/index.html

II. 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（輸

出者側の手続）
根拠法等 輸入植物製品国外生産、加工、保管事業者登録登記（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/1481624/hlwhgxtsj/2514813/index.html

II. 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（輸

出者側の手続）
根拠法等 輸入動物製品国外生産、加工、保管事業者登録登記（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/1481624/hlwhgxtsj/2514525/index.html

II. 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（輸

出者側の手続）
根拠法等 国外ペットフード登録生産加工企業リスト（中国語） http://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754407/index.html

II. 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（輸

出者側の手続）
その他参考情報 飼料の現地輸入規則及び留意点：中国向け輸出 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-051113.html

II. 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（輸

出者側の手続）
その他参考情報 ペットフード輸出に関する Q&A - 農林水産省

https://www.maff.go.jp/j//syouan/tikusui/petfood/attach/pdf/index-

14.pdf#search='%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E4%B8

%AD%E5%9B%BD%E3%81%B8%E8%BC%B8%E5%87%BA'

II. 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/

II. 輸入規制 3. 動植物検疫の有無 関係省庁 植物防疫所 http://www.maff.go.jp/pps/

II. 輸入規制 3. 動植物検疫の有無 関係省庁 動物検疫所 https://www.maff.go.jp/aqs/

II. 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（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369559/index.html 出入管動植物検疫法（ジェトロ仮訳） https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custom_001.pdf

II. 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 出入管動植物検疫法実施条例（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。

II. 輸入規制 3. 動植物検疫の有無 その他参考情報

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

III.食品関連の規制 1.食品規格 関係省庁 中国国家標準化管理委員会（中国語） http://www.sac.gov.cn/

III.食品関連の規制 1.食品規格 根拠法等 中華人民共和国国家標準GB/T 31216-2014ペット用総合営養食 ドッグフード（中国語） http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=A8758F9C4633B2CCBEE9C82CC3F4A4D1

III.食品関連の規制 1.食品規格 根拠法等 中華人民共和国国家標準GB/T 31217-2014ペット用総合営養食 キャットフード（中国語） http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=9496ABE283E8EB1FF58DF961B2DBAC9B

III.食品関連の規制 1.食品規格 根拠法等 中華人民共和国国家標準GB 23185-2008ペットフード 犬用ガム（中国語） http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=118683E933289C65A7619468B668EAD3

III.食品関連の規制 1.食品規格 その他参考情報

III.食品関連の規制 2. 残留農薬及び動物性薬品 関係省庁 中国国家市場監督管理総局（中国語） http://www.samr.gov.cn/

III.食品関連の規制 2. 残留農薬及び動物性薬品 関係省庁 中国国家標準化管理委員会（中国語） http://www.sac.gov.cn/

III.食品関連の規制 2. 残留農薬及び動物性薬品 関係省庁 中華人民共和国農業農村部（中国語） http://www.moa.gov.cn/

III.食品関連の規制 2. 残留農薬及び動物性薬品 根拠法等 ペットフード衛生規定（中国語） http://www.moa.gov.cn/nybgb/2018/201805/201806/t20180620_6152699.htm

III.食品関連の規制 2. 残留農薬及び動物性薬品 根拠法等 ペット用動物医薬品説明書見本（中国語） http://www.moa.gov.cn/govpublic/SYJ/201704/t20170407_5553370.htm

III.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

III.食品関連の規制 3. 重金属及び汚染物質 関係省庁 中華人民共和国農業農村部（中国語） http://www.moa.gov.cn/

【中国】ペットフードの輸入規制、輸入手続き関連リンク
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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・仮訳など
URL

(その他言語・仮訳があれば)
備考

【中国】ペットフードの輸入規制、輸入手続き関連リンク

III.食品関連の規制 3. 重金属及び汚染物質 根拠法等 ペットフード衛生規定（中国語） http://www.moa.gov.cn/nybgb/2018/201805/201806/t20180620_6152699.htm

III.食品関連の規制 3. 重金属及び汚染物質 根拠法等 GB/T20193-2006 飼料用骨粉及び肉骨粉（中国語） http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=48A6BFE3FC0E38BBCFC9F7691B5BB74E

III.食品関連の規制 3. 重金属及び汚染物質 根拠法等 GB/T 19164-2003 魚粉（中国語） http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=DB2F351FB60C3A1F2AEC4F007A72999D

III.食品関連の規制 3. 重金属及び汚染物質 その他参考情報

III.食品関連の規制 4. 食品添加物 関係省庁 中華人民共和国農業農村部（中国語） http://www.moa.gov.cn/

III.食品関連の規制 4. 食品添加物 根拠法等 飼料添加物品目リスト（2013年版）（中国語） http://www.moa.gov.cn/nybgb/2014/dyq/201712/t20171219_6104350.htm

III.食品関連の規制 4. 食品添加物 根拠法等 飼料原料リスト（中国語）
http://www.sdfeeds.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=2&id=233

III.食品関連の規制 4. 食品添加物 根拠法等 「飼料添加物品目リスト」「飼料原料リスト」改正への意見募集に関する農業部の通知（中国語） http://www.moa.gov.cn/govpublic/XMYS/201802/t20180213_6136960.htm

III.食品関連の規制 4. 食品添加物 その他参考情報

III.食品関連の規制 5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準） 関係省庁 国務院（中国語） http://www.gov.cn/index.htm

III.食品関連の規制 5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準） 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

III.食品関連の規制 5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準） 根拠法等 飼料及び飼料添加物管理条例（中国語） http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5219173.htm

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

III.食品関連の規制 6. 表示ラベル 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

III.食品関連の規制 6. 表示ラベル 関係省庁 中華人民共和国農業農村部（中国語） http://www.moa.gov.cn/

III.食品関連の規制 6. 表示ラベル 根拠法等 ペットフード管理弁法（中国語） http://www.moa.gov.cn/nybgb/2018/201805/201806/t20180620_6152699.htm

III.食品関連の規制 6. 表示ラベル 根拠法等 ペットフード表示ラベル規定（中国語） http://www.moa.gov.cn/nybgb/2018/201805/201806/t20180620_6152699.htm

III.食品関連の規制 6. 表示ラベル 根拠法等 飼料及び飼料添加物管理条例（中国語） http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5219173.htm

III.食品関連の規制 6. 表示ラベル 根拠法等 輸出入飼料及び飼料添加物検査検疫監督管理弁法（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372339/index.html

III.食品関連の規制 6. 表示ラベル 根拠法等 輸入飼料及び飼料添加物登記管理弁法（中国語）
http://www.xixia.gov.cn/sitesources/xxxrmzf/page_pc/bmxxgk/xxgkml/zcfg/article35477fd8164b4ef697678da6

fc4af394.html

III.食品関連の規制 6. 表示ラベル 根拠法等 中国国家標準化管理委員会GB 10648-2013飼料表示ラベル（中国語） http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=F08C4A6B7F30AE0E94AC9CEE37F8391C

III.食品関連の規制 6. 表示ラベル 根拠法等 農業遺伝子組換え生物安全管理条例（中国語） http://www.moa.gov.cn/ztzl/zjyqwgz/xggzjg/201007/t20100717_1601306.htm

III.食品関連の規制 6. 表示ラベル その他参考情報 飼料添加物品目リスト（2013年版）（中国語） http://www.moa.gov.cn/nybgb/2014/dyq/201712/t20171219_6104350.htm

III.食品関連の規制 6. 表示ラベル その他参考情報 飼料原料リスト（中国語） http://www.sdfeeds.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=2&id=233

III.食品関連の規制 7. その他 関係省庁

III.食品関連の規制 7. その他 根拠法等

III.食品関連の規制 7. その他 その他参考情報

IV. 輸入手続
1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等（輸入者側出

必要な手続）
関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

IV. 輸入手続
1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等（輸入者側出

必要な手続）
根拠法等 輸出入飼料及び飼料添加物リスクレベル及び検査検疫監督管理方式（中国語） http://www.eshian.com/laws/46633.html

IV. 輸入手続
1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等（輸入者側出

必要な手続）
根拠法等 国外ペットフード登録生産加工企業リスト（中国語） http://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754407/index.html

IV. 輸入手続
1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等（輸入者側出

必要な手続）
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/302249/302266/302267/2369559/index.html 出入管動植物検疫法（ジェトロ仮訳） https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custom_001.pdf

IV. 輸入手続
1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等（輸入者側出

必要な手続）
根拠法等 輸出入飼料及び飼料添加物検査検疫監督管理弁法（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372339/index.html

IV. 輸入手続
1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等（輸入者側出

必要な手続）
根拠法等 輸出入飼料及び飼料添加物リスクレベル及び検査検疫監督管理方式（中国語） http://www.eshian.com/laws/46633.html

IV. 輸入手続
1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等（輸入者側出

必要な手続）
根拠法等 一部輸入動植物製品の検疫審査の取消（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/1889406/index.html

IV. 輸入手続
1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等（輸入者側出

必要な手続）
その他参考情報 税関総署公式情報プラットフォームアカウント「税関発布」

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNzE3MzE2NQ==&mid=2652803674&idx=1&sn=4397c18e27a4214

b508216499a55230c&chksm=8cfc5118bb8bd80e831ca228b3c956ac411502e39acf544395b6ea06771fe574b

40ba707f261&mpshare=1&scene=1&srcid=0622Pqucm9VIWYhYw2GoS2gH&sharer_sharetime=159282050

IV. 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/

IV. 輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 税関輸出入貨物徴税管理規則（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302268/1868425/index.html

IV. 輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 税関輸出入貨物集中申告管理規定（中国語） http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/201901/20190102828517.shtml

IV. 輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 輸出入商品検査法実施条例（中国語） http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5468937.htm
中華人民共和国輸出入商品検査法実施条例

（ジェトロ仮訳）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20050831.pdf ※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

IV. 輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 輸出入飼料及び飼料添加物検査検疫監督管理弁法（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372339/index.html

IV. 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

IV. 輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 関係省庁 中国国家市場監督管理総局（中国語） http://www.samr.gov.cn/

IV. 輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 関係省庁 中国国家衛生健康委員会（中国語） http://www.nhc.gov.cn/

IV. 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/

IV. 輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 根拠法等 輸出入飼料及び飼料添加物検査検疫監督管理弁法（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372339/index.html

IV. 輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 根拠法等 輸出入商品検査法実施条例（中国語） http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5468937.htm
中華人民共和国輸出入商品検査法実施条例

（ジェトロ仮訳）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20050831.pdf ※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

IV. 輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 根拠法等 出入国検査検疫機関が検査検疫を実施する輸出入製品リスト（20180201）（中国語） http://law.foodmate.net/show-188693.html

IV. 輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 根拠法等 輸出入飼料及び飼料添加物リスクレベル及び検査検疫監督管理方式（中国語） http://www.eshian.com/laws/46633.html
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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・仮訳など
URL

(その他言語・仮訳があれば)
備考

【中国】ペットフードの輸入規制、輸入手続き関連リンク

IV. 輸入手続 3. 輸入時の検査、検疫 その他参考情報

IV. 輸入手続 4. 販売許可手続 関係省庁 中国商務部（中国語） http://www.mofcom.gov.cn/

IV. 輸入手続 4. 販売許可手続 根拠法等 飼料及び飼料添加物管理条例（中国語） http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5219173.htm

IV. 輸入手続 4. 販売許可手続 根拠法等 輸出入飼料及び飼料添加物検査検疫監督管理弁法（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372339/index.html

IV. 輸入手続 4. 販売許可手続 根拠法等 ペットフード管理弁法（中国語） http://www.moa.gov.cn/nybgb/2018/201805/201806/t20180620_6152699.htm

IV. 輸入手続 4. 販売許可手続 その他参考情報

IV. 輸入手続 5. その他 関係省庁 中国商務部（中国語） http://www.mofcom.gov.cn/

IV. 輸入手続 5. その他 根拠法等 飼料及び飼料添加物管理条例（中国語） http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5219173.htm

IV. 輸入手続 5. その他 根拠法等 食用動物への使用を禁止する動物薬及びその他の化合物リスト（中国語） http://jiuban.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/gg/201104/t20110422_1976324.htm

IV. 輸入手続 5. その他 根拠法等 ペット用動物医薬品説明書見本（中国語） http://www.moa.gov.cn/govpublic/SYJ/201704/t20170407_5553370.htm

IV. 輸入手続 5. その他 根拠法等 飼料及び動物飲用水への使用が禁止されている薬物品種目録（中国語） http://jiuban.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/gg/201104/t20110422_1976307.htm

IV. 輸入手続 5. その他 その他参考情報

V. 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/

V. 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

V. 輸入関税等 1. 関税 根拠法等 輸出入商品暫定税率表 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2807705/index.html

V. 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://www.customs.gov.cn/customs/302427/302442/jckszcx/index.html

V. 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（WorldTariff）」 https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/

V. 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

V. 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/

V. 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

V. 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

V. 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（中国語） 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/pdf/tax_034.pdf ※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

V. 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、税関総署の公告（2019年）（中国語） http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4160283/content.html

V. 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

V. 輸入関税等 3. その他 関係省庁

V. 輸入関税等 3. その他 根拠法等

V. 輸入関税等 3. その他 その他参考情報

VI. その他 - 関係省庁

VI. その他 - 根拠法等

VI. その他 根拠法等

VI. その他 - その他参考情報
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