中国輸入関税率表（繊維部分50類～63類和訳）
HS番号

商品名称(日本語）

商品名称(中国語）

5001

适于缫丝的蚕茧

繰り糸に適する繭

50010010

适于缫丝的桑蚕茧

繰り糸に適する桑蚕繭

50010090

适于缫丝的其他蚕茧

繰り糸に適する其の他の繭

5002

生丝（未加捻）

生糸(撚っていないものに限る）

50020011

未加捻的桑蚕厂丝

撚っていない桑蚕糸（機械を使って繰ったもの）

50020012

未加捻的桑蚕土丝

撚っていない桑蚕糸（機械を使わずに繰ったもの）

50020013

未加捻的桑蚕双宫丝

撚っていない桑蚕糸（二重繭によるもの）

50020019

其他未加捻的桑蚕丝

其の他の撚っていない桑蚕糸

50020020

未加捻柞蚕丝

撚っていないさく蚕糸

50020090

未加捻其他生丝

撚っていない其の他の生糸

5003

废丝（包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维）

50030011

未梳的下茧、茧衣、长吐、滞头

50030012

未梳的回收纤维

カード及びコームしていない、回収した繊維

50030019

其他未梳废丝（包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤
维）

カード及びコームしていない、其の他の絹くず（繰り糸に適し
ない繭、糸くず及び回収の繊維を含む)

50030091

绵球

綿ボール

50030099

其他废丝（包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维）

其の他の絹のくず（繰り糸に適しない繭、糸くず及び回収の
繊維を含む)

5004

丝纱线（绢纺纱线除外），非供零售用

絹糸（絹紡糸及び絹紡紬糸を除く）、小売用でないもの

50040000

非供零售用丝纱线（绢纺纱线除外）

絹糸（小売用でないもの、絹紡糸及び絹紡紬糸を除く）

5005

绢纺纱线，非供零售用

絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用でないもの)

50050010

非供零售用丝纱线

絹紡紬糸、小売用でないもの

50050090

其他

其の他

5006

丝纱线及绢纺纱线，供零售用；蚕胶丝

50060000

零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝

5007

丝或绢丝机织物

絹織物

50071010

未漂白或漂白的丝机织物

絹ノイル織物、未漂白又は漂白したもの

50071090

其他丝机织物

其の他の絹ノイル織物

50072011

未漂白或漂白的桑蚕丝机织物(包括未练白或练白,按重
量计丝或绢丝含量85%及以上)

桑蚕糸織物、未漂白又は漂白したもの(未精錬又は精錬し
たものを含む、絹の含有量が85％以上）

50072019

其他桑蚕丝机织物(按重量计丝或绢丝含量85%及以上)

其の他の桑蚕糸織物（絹の含有量が85％以上）

50072021

未漂白或漂白的柞蚕丝机织物(包括未练白或练白,按重
量计丝或绢丝含量在85%及以上)

さく蚕糸織物、未漂白又は漂白したもの(未精錬又は精錬し
たものを含む、絹の含有量が85％以上）

50072029

其他柞蚕丝机织物(按重量计丝或绢丝含量在85%及以上) 其の他のさく蚕糸織物（絹の含有量が85％以上）

50072031

未漂白或漂白的绢丝机织物(包括未练白或练白,按重量
计丝或绢丝含量在85%及以上)

絹紡糸織物、未漂白又は漂白したもの(未精錬又は精錬し
たものを含む、絹の含有量が85％以上）

50072039

其他绢丝机织物(按重量计丝或绢丝含量在85%及以上)

其の他の絹紡糸織物（絹の含有量が85％以上）

未漂白或漂白其他丝机织物(包括未练白或练白,按重量
计丝或绢丝含量在85%及以上)
未漂白或漂白其他丝机织物(包括未练白或练白,按重量
计丝或绢丝含量在85%及以上)

其の他の絹織物、未漂白又は漂白したもの(未精錬又は精
錬したものを含む、絹の含有量が85％以上）
其の他の絹製織物、未漂白又は漂白したもの(未精錬又は
精錬したものを含む、絹の含有量が85％以上）

其他丝机织物(含丝或绢丝85%及以上)

其の他の絹製織物(絹の含有量が85％以上）

50072090
50079010
50079090

絹のくず（繰り糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を
含む)
カード及びコームしていない、下品の繭、繭の衣、長き吐
き、滞った頭

絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものに限る)並び
天然てぐす
絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものに限る)、並
び天然てぐす

5101

未梳的羊毛

カード又はコームしていない羊毛

51011100

未梳的含脂剪羊毛

羊毛、カード又はコームしていない、脂付剪毛したもの

51011900

未梳的其他含脂羊毛

羊毛、カード又はコームしていない、脂付の其の他のもの

51012100

未梳的脱脂剪羊毛(未碳化)

51012900

未梳的其他脱脂羊毛(未碳化)

51013000

未梳碳化羊毛

羊毛、カード又はコームしていない、化炭処理したもの

5102

未梳的动物细毛或粗毛

カードし又はコームしていない繊獣毛及び粗獣毛

51021100

未梳喀什米尔山羊的细毛

カシミヤヤギの繊毛、カードし又はコームしていないもの

51021910

未梳兔毛

絶滅直面のウサギの毛、カードし又はコームしていないもの

51021920

其他未梳山羊绒

やぎの繊毛、カードし又はコームしていない其の他のもの

51021930

未梳野生骆驼科动物毛、绒

絶滅直面の野生らくだ科動物の毛、繊維、カードし又はコー
ムしていないもの

51021990

其他

その他

51022000

粗毛

粗毛

5103

羊毛及动物细毛或粗毛的废料，包括废纱线，但不包括
回收纤维

羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反
毛した繊維を除く)

51031010

羊毛落毛

羊毛のノイル

51031090

其他

其の他

51032010

羊毛废料(包括废纱线,不包括回收纤维)

羊毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く)

51032090

其他

其の他

51033000

动物粗毛废料

粗獣毛のくず

5104

羊毛及动物细毛或粗毛的回收纤维：

羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る）

51040010

羊毛的回收纤维

反毛した繊維、羊毛のもの

51040090

其他

其の他

5105

已梳的羊毛及动物细毛或粗毛(包括精梳片毛)

カードし又はコームした、羊毛及繊獣毛又は粗獣毛(小塊状
のコーム又は羊毛を含む)

51051000

粗梳羊毛

羊毛、カードしたもの

51052100

精梳羊毛片毛

コームした羊毛の小塊状のもの

51052900

羊毛条及其他精梳羊毛

羊毛のトップ及其の他のコームした羊毛

51053100

已梳喀什米尔山羊的细毛

カシミヤやぎの繊毛、コームしたもの

51053910

已梳兔毛

ウサギの毛、コームしたもの

51053921

其他已梳无毛山羊绒

硬毛のないやぎの繊毛、コームしたその他のもの

51053929

其他已梳山羊绒

やぎの繊毛、コームしたその他のもの

51053990

其他已梳野生动物细毛

野生獣の繊毛、コームした其の他のもの

51054000

其他己梳野生动物粗毛

コームした、其の他のもの

5106

粗梳羊毛纱线，非供零售用

紡毛糸(羊毛製のものに限るとし、小売用にしたものを除く)

51061000

非零售用粗梳羊毛纱线(按重量计羊毛含量≥85％)

51062000

非零售用粗梳混纺羊毛纱线(混纺以羊毛纱线为主,但羊
毛含量<85%)

紡毛糸、羊毛製のもの、小売用でないもの（羊毛の重量が
全重量の85%以上）
混紡毛糸、羊毛製のもの、小売用でないもの（混用繊維は
羊毛糸が主である、但し羊毛の含有量85%未満）

5107

精梳羊毛纱线，非供零售用

梳毛糸(羊毛製のものに限るとし、小売用にしたものを除く)

51071000

非供零售用精梳纯羊毛纱线(按重量计羊毛含量≥85%)

51072000

非供零售用精梳混纺羊毛纱线(混纺以羊毛纱线为主,但
羊毛含量<85%)

羊毛、カード又はコームしていない、脂を除いた、剪毛したも
の（化炭処理していない）
羊毛、カード又はコームしていない、脂を除いた、その他の
もの（化炭処理していない）

梳毛糸、羊毛製のもの、小売用でない（羊毛の重量が全重
量の85%以上）
混紡梳毛糸、羊毛製のもの、小売用ではない（混用繊維は
羊毛糸が主である、但し羊毛の含有量85%未満）

5108

动物细毛（粗梳或精梳）纱线，非供零售用

51081011

非供零售用粗梳山羊绒纱线（按重量计山羊绒含量≥
85%）

紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製の限るとし、小売用にしたもの
を除く)
紡毛糸、山羊の繊毛、小売用ではない（山羊繊毛の重量が
全重量の85％以上）

51081019

其他

その他

51081090

其他

その他

51082011

非供零售用精梳山羊绒纱线

梳毛糸、山羊の繊毛、小売用ではない

51082019

其他

その他

51082090

其他

その他

5109

羊毛或动物细毛的纱线，供零售用

紡毛糸製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る)

51091011

零售用山羊绒纱线(按重量计山羊绒含量≥85%)

山羊繊毛の糸、小売用のもの(山羊繊毛の含有量≧85％）

51091019
51091090

零售用其他动物细毛纱线(按重量计其他动物细毛含量≥ その他の繊獣毛の糸、小売用のもの(その他の繊獣毛の含
有量≧85％）
85%)
羊毛の糸、小売用のもの（羊毛の含有量≧85％）
零售用羊毛纱线(按重量计羊毛含量≥85%)
零售用混纺山羊绒纱线(混纺以羊毛纱线为主，但羊毛含
量<85%)
零售用混纺其他动物细毛纱线(混纺以羊毛纱线为主，但
羊毛含量<85%)
零售用混纺羊毛纱线(混纺以羊毛纱线为主，但羊毛含量
<85%)

山羊繊毛混紡の糸、小売用のもの(混用繊維は羊毛糸が主
である、但し羊毛の含有量<85％）
その他の繊獣毛混紡の糸、小売用のもの(混用繊維は羊毛
糸が主である、但し羊毛の含有量<85％）
羊毛混紡の糸、小売用のもの(混用繊維は羊毛糸が主であ
る、但し羊毛の含有量<85％）

5110

动物粗毛或马毛的纱线（包括马毛粗松螺旋花线），不
论是否供零售用

粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛の芯糸に使用したジンプ
ヤーンを含むものとし、小売り用にしたものであるかないか
を問わない)

51100000

粗毛的纱线(包括马毛粗松螺旋花线，不论是否供零售
用)

粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛の芯糸に使用したジンプ
ヤーンを含むものとし、小売り用にしたものであるかないか
を問わない)

5111

粗梳羊毛或粗梳动物细毛的机织物

紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る)

平方米重≤300g的山羊绒机织物(按重量计粗梳山羊绒含
量≥85%)
平方米重≤300g的其他动物细毛机织物(按重量计其他粗
梳动物细毛含量≥85%)
平方米重≤300g的羊毛机织物(按重量计粗梳羊毛含量≥
85%)
平方米重＞300g的山羊绒机织物(按重量计粗梳山羊绒含
量≥85%)
平方米重＞300g的其他动物细毛机织物(按重量计其他粗
梳动物细毛含量≥85%)
平方米重＞300g的羊毛机织物(按重量计粗梳羊毛含量≥
85%)

山羊繊毛の織物、1平米当重量≦300グラムのもの(カードし
た山羊繊毛の含有量≧85％）
その他繊獣毛の織物、1平米当重量≦300グラムのもの
(カードしたその他繊獣毛の含有量≧85％）
羊毛の織物、1平米当重量≦300グラムのもの(カードした羊
毛の含有量≧85％）
山羊繊毛の織物、1平米当重量＞300グラムのもの(カードし
た山羊繊毛の含有量≧85％）
その他繊獣毛の織物、1平米当重量＞300グラムのもの
(カードしたその他繊獣毛の含有量≧85％）
羊毛の織物、1平米当重量＞300グラムのもの(カードした羊
毛の含有量≧85％）

51112000

与化纤长丝混纺提花/装饰家具布(重量≤140克/平方米
或>300克,羊毛或动物细毛含量<85%)

ジャカード/装飾用家具用織物、人造繊維の長繊維と混紡し
たもの(重量≦140グラム/平米又は＞300グラム/平米、羊
毛又は繊獣毛含有量＜85％）

51113000

与化纤短纤混纺提花/装饰家具布(重量≤140克/平方米
或>300克,羊毛或动物细毛含量<85%)

ジャカード/装飾用家具用織物、人造繊維短繊維と混紡した
もの(重量≦140グラム/平米又は＞300グラム/平米、羊毛
又は繊獣毛含有量＜85％）

51119000

混紡糸織物、コームした羊毛又は繊獣毛と絹を混紡したも
其他丝与精梳羊毛或动物细毛混纺(丝及绢丝≥30%,含粗
の（絹糸及絹紡糸の含有量≧30％、カードした羊毛又は繊
梳羊毛或动物细毛<85%,价值>$33/Kg)
獣毛の含有量＜85％、価値＞＄33/kg)

51099011
51099019
51099090

51111111
51111119
51111190
51111911
51111919
51111990

精梳羊毛或精梳动物细毛的机织物

梳毛糸(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る)

重≤140g/平米毛提花/装饰家具布(精梳羊毛或动物细毛
含量≥85%)
重＞200g/平米毛提花/装饰家具布(精梳羊毛或动物细毛
含量≥85%)

ジャカード/装飾用家具用梳毛織物、重量≦140グラム/平
米のもの(コームした羊毛又は繊獣毛含有量≧85％）
ジャカード/装飾用家具用梳毛織物、重量＞200グラム/平
米のもの(コームした羊毛又は繊獣毛含有量≧85％）

51122000

与化纤长丝混纺毛制提花/家具布(精梳羊毛或动物细毛
含量<85%,重≤140克/平米或>300克/平米)

ジャカード/家具用梳毛織物、人造繊維の長繊維と混紡した
もの(コームした羊毛又は繊獣毛<85％、重量≦140グラム/
平米又は＞300グラム/平米）

51123000

与化纤短纤混纺毛制提花/家具布(精梳羊毛或动物细毛
含量<85%,重≤140g/平米或>300g/平米)

ジャカード/家具用梳毛織物、人造繊維の短繊維と混紡した
もの(コームした羊毛又は繊獣毛含有量<85％、重量≦140
グラム/平米又は＞300グラム/平米）

51129000

其他丝与毛混纺机织物(精梳羊毛或动物细毛含量<85%,
丝及绢丝≥30%,价值>33$/kg)

其の他の織物、絹糸と梳毛糸と混紡した物(コームした羊毛
又は繊獣毛含有量＜85％、絹糸及絹紡糸含有量≧30％、
価値＞＄33/kg)

5113

动物粗毛或马毛的机织物

毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る)

51130000

动物粗毛或马毛的机织物

毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る)

5201

未梳的棉花

実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く)

52010000

未梳的棉花

綿、カード又はコームしていないもの

5202

废棉（包括废棉纱线及回收纤维）

綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含む)

52021000

废棉纱线（包括废棉线)

糸くず(綿くず糸を含む)

52029100

棉的回收纤维

綿の反毛した繊維

52029900

其他废棉

其の他の綿くず

5203

已梳的棉花

綿(カードし又はコームしたものに限る)

52030000

已梳的棉花

綿、カードし又はコームしたもの

5204

棉制缝纫线，不论是否供零售用：

綿製の縫糸(小売り用にしたものであるかないかを問わな
い)

52041100

非零售棉缝纫线(按重量计含棉量≥85%)

綿製の縫糸、小売用でないもの(綿の含有量が85％以上）

52041900

非零售棉缝纫线(按重量计含棉量<85%)

綿製の縫糸、小売用でないもの(綿の含有量が85％未満）

52042000

零售用棉制缝纫线

綿製の縫糸、小売用にしたもの

棉纱线（缝纫线除外），按重量计含棉量在85％及以
上，非供零售用
非零售粗梳粗支纯棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分
特,含棉量≥85%)

綿糸(綿の重量が全重量の85%及びそれ以上のものに限る
ものとし、縫糸及び小売り用にしたものを除く)
太番手の単糸、、綿製、小売用でない、カードしたもの（単糸
太さ≧714.29デシテックス、綿含有量≧85％）

52051200

非零售粗梳中支纯棉单纱(中支指单纱细度为232.56714.29分特之间,含棉量≥85%)

中番手の単糸、綿製、小売用でない、カードしたもの（単糸
太さが232.56-714.29デシテックスの間にあり、綿含有量≧
85％）

52051300

非零售粗梳细支纯棉单纱(细支指单纱细度为192.31232.56分特之间,含棉量≥85%)

細番手の単糸、綿製、小売用でない、カードしたもの（単糸
太さが192.31-232.56デシテックスの間にあり、綿含有量≧
85％）

52051400

非零售粗梳较细支纯棉单纱(较细支指单纱细度在125192.31分特,含棉量≥85%)

比較的細番手の単糸、綿製、小売用でない、カードしたもの
（単糸太さが125-192.31デシテックスの間にあり、綿含有量
≧85％）

非零售粗梳特细支纯棉单纱(特细支指单纱细度<125分
特,含棉量≥85%)
非零售精梳粗支纯棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分
特,含棉量≥85%)

特細番手の単糸、綿製、小売用でない、カードしたもの（単
糸太さ＜125デシテックス、綿含有量≧85％）
太番手の単糸、綿製、小売用でない、コームしたもの（単糸
太さ≧714.29デシテックス、綿含有量≧85％）

52052200

非零售精梳中支纯棉单纱(中支指单纱细度为232.56714.29分特之间,含棉量≥85%)

中番手の単糸、綿製、小売用でない、コームしたもの（単糸
太さが232.56-714.29デシテックスの間にあり、綿含有量≧
85％）

52052300

非零售精梳细支纯棉单纱(细支指单纱细度为192.31232.56分特之间,含棉量≥85%)

細番手の単糸、綿製、小売用でない、コームしたもの（単糸
太さが192.31-232.56デシテックスの間にあり、綿含有量≧
85％）

52052400

非零售精梳较细支纯棉单纱(较细支指单纱细度在125192.31分特,含棉量≥85%)

比較的細番手の単糸、綿製、小売用でない、コームしたも
の（単糸太さが125-192.31デシテックスの間にあり、綿含有
量≧85％）

52052600

非零售精梳特细支纯棉单纱(特细支指单纱细度为
106.38-125分特之间,含棉量≥85%)

特細の単糸、綿製、小売用でない、コームしたもの（単糸太
さが106.38-125デシテックスの間にあり、綿含有量≧85％）

52052700

非零售精梳超特细支纯棉单纱(特超细支指单纱细度为
83.33-106.38分特之间,含棉量≥85%)

超特細の単糸、綿製、小売用でない、コームしたもの（単糸
太さが83.33-106.38デシテックスの間にあり、綿含有量≧
85％）

5112
51121100
51121900

5205
52051100

52051500
52052100

52052800

非零售精梳微支纯棉单纱(微支指单纱细度为<83.33分
特,含棉量≥85%)

マイクロ単糸、綿製、小売用でない、コームしたもの（単糸太
さ＜83.33デシテックス、綿含有量≧85％）

52053100

太番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿製、小
非零售粗梳粗支纯棉多股纱(粗支指单纱细度≥714.29分
売用でない、カードしたもの（単糸太さ≧714.29デシテック
特,含棉量≥85%)
ス、綿含有量≧85％）

52053200

非零售粗梳中支纯棉多股纱(中支指单纱细度为232.56714.29分特之间,含棉量≥85%)

中番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿製、小
売用でない、カードしたもの（単糸太さが232.56-714.29デシ
テックスの間にあり、綿含有量≧85％）

52053300

非零售粗梳细支纯棉多股纱(细支指单纱细度为192.31232.56分特之间,含棉量≥85%)

細番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿製、小
売用でない、カードしたもの（単糸太さが192.31-232.56デシ
テックスの間にあり、綿含有量≧85％）

52053400

比較的細番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿
非零售粗梳较细支纯棉多股纱(较细支指单纱细度在125製、小売用でない、カードしたもの（単糸太さが125-192.31
192.31分特,含棉量≥85%)
デシテックスの間にあり、綿含有量≧85％）

52053500

特細番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿製、
非零售粗梳特细支纯棉多股纱(特细支指单纱细度<125分
小売用でない、カードしたもの（単糸太さ＜125デシテック
特,含棉量≥85%)
ス、綿含有量≧85％）

52054100

太番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿製、小
非零售精梳粗支纯棉多股纱(粗支指单纱细度≥714.29分
売用でない、コームしたもの（単糸太さ≧714.29デシテック
特,含棉量≥85%)
ス、綿含有量≧85％）

52054200

非零售精梳中支纯棉多股纱(中支指单纱细度为232.56714.29分特之间,含棉量≥85%)

中番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿製、小
売用でない、コームしたもの（単糸太さが232.56-714.29デシ
テックスの間にあり、綿含有量≧85％）

52054300

非零售精梳细支纯棉多股纱(细支指单纱细度为192.31232.56分特之间,含棉量≥85%)

細番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿製、小
売用でない、コームしたもの（単糸太さが192.31-232.56デシ
テックスの間にあり、綿含有量≧85％）

52054400

比較的細番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿
非零售精梳较细支纯棉多股纱(较细支指单纱细度在125製、小売用でない、コームしたもの（単糸太さが125-192.31
192.31分特,含棉量≥85%)
デシテックスの間にあり、綿含有量≧85％）

52054600

非零售精梳特细支纯棉多股纱(特细支指单纱细度为
106.38-125分特之间,含棉量≥85%)

特細番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿製、
小売用でない、コームしたもの（単糸太さが106.38-125デシ
テックスの間にあり、綿含有量≧85％）

52054700

非零售精梳超特细支多股纱(特超细支指单纱细度为
83.33-106.38分特之间,含棉量≥85%)

超特細番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿
製、小売用でない、コームしたもの（単糸太さが83.33106.38デシテックスの間にあり、綿含有量≧85％）

52054800

マイクロ番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿
非零售精梳微支纯棉多股纱(微支指单纱细度为<83.33分
製、小売用でない、コームしたもの（単糸太さ＜83.33デシ
特,含棉量≥85%)
テックス、綿含有量≧85％）

5206

棉纱线（缝纫线除外），按重量计含棉量在85％未満，
非供零售用

52061100

非零售粗梳粗支混纺棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分 太番手の単糸、綿混紡、小売用でない、カードしたもの（構
成する単糸の太さ≧714.29デシテックス、綿含有量＜85％）
特,含棉量<85%)

52061200

非零售粗梳中支混纺棉单纱(中支指单纱细度为232.56714.29分特之间,含棉量<85%)

中番手の単糸、綿混紡、小売用でない、カードしたもの（単
糸太さが232.56-714.29デシテックスの間にあり、綿含有量
＜85％）

52061300

非零售粗梳细支混纺棉单纱(细支指单纱细度为192.31232.56分特之间,含棉量<85%)

細番手の単糸、綿混紡、小売用でない、カードしたもの（単
糸太さが192.31-232.56デシテックスの間にあり、綿含有量
＜85％）

52061400

比較的細番手の単糸、綿混紡、小売用でない、カードしたも
非零售粗梳较细支混纺棉单纱(较细支指单纱细度在125の（単糸太さが125-192.31デシテックスの間にあり、綿含有
192.31分特,含棉量<85%)
量＜85％）

52061500

非零售粗梳特细支混纺棉单纱(特细支指单纱细度<125分 極細番手の単糸、綿混紡、小売用でない、カードしたもの
（単糸太さ＜125デシテックス、綿含有量＜85％）
特,含棉量<85%)

52062100

非零售精梳粗支混纺棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分 太番手の単糸、綿混紡、小売用でない、コームしたもの（構
成する単糸の太さ≧714.29デシテックス、綿含有量＜85％）
特,含棉量<85%)

52062200

非零售精梳中支混纺棉单纱(中支指单纱细度为232.56714.29分特之间,含棉量<85%)

中番手の単糸、綿混紡、小売用でない、コームしたもの（単
糸太さが232.56-714.29デシテックスの間にあり、綿含有量
＜85％）

52062300

非零售精梳细支混纺棉单纱(细支指单纱细度为192.31232.56分特之间,含棉量<85%)

細番手の単糸、綿混紡、小売用でない、コームしたもの（単
糸太さが192.31-232.56デシテックスの間にあり、綿含有量
＜85％）

52062400

比較的細番手の単糸、綿混紡、小売用でない、コームした
非零售精梳较细支混纺棉单纱(较细支指单纱细度在125もの（単糸太さが125-192.31デシテックスの間にあり、綿含
192.31分特,含棉量<85%)
有量＜85％）

綿糸(綿の重量が全重量の85%以下のものに限るものとし、
縫糸及び小売り用にしたものを除く)

52062500
52063100

非零售精梳特细支混纺棉单纱(特细支指单纱细度<125分 極細の単糸、綿混紡、小売用でない、コームしたもの（単糸
太さ＜125デシテックス、綿含有量＜85％）
特,含棉量<85%)
太番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿混紡、
非零售粗梳粗支混纺棉多股纱或缆线（粗支指单纱细度
小売用でない、カードしたもの（構成する単糸太さ≧714.29
≥714.29分特，含棉量＜85％）
デシテックス、綿含有量＜85％）

52063200

非零售粗梳中支混纺棉多股纱或缆线（中支指单纱细度
为232.56-714.29分特之间，含棉量＜85％）

中番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿混紡、
小売用でない、カードしたもの（単糸太さが232.56-714.29デ
シテックスの間にあり、綿含有量＜85％）

52063300

非零售粗梳细支其他混纺棉多股纱或缆线（细支指单纱
细度为192.31-232.56分特之间，含棉量＜85％）

細番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿混紡、
小売用でない、カードしたもの（単糸太さが192.31-232.56デ
シテックスの間にあり、綿含有量＜85％）

52063400

非零售粗梳较细混纺棉多股纱或缆线（较细支指单纱细
度为125-192.31分特之间，含棉量＜85％）

比較的細番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿
混紡、小売用でない、カードしたもの（単糸太さが125192.31デシテックスの間にあり、綿含有量＜85％）

52063500

非零售粗梳特细混纺棉多股纱或缆线（特细支指单纱细
度为＜125分特，含棉量＜85％）

極細のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿混紡、小
売用でない、カードしたもの（単糸太さ＜125デシテックス、
綿含有量＜85％）

52064100

太番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿混紡、
非零售精梳粗支混纺棉多股纱(粗支指单纱细度≥714.29
小売用でない、コームしたもの（構成する単糸太さ≧714.29
分特,含棉量<85%)
デシテックス、綿含有量＜85％）

52064200

非零售精梳中支混纺棉多股纱(中支指单纱细度为
232.56-714.29分特之间,含棉量<85%)

中番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿混紡、
小売用でない、コームしたもの（単糸太さが232.56-714.29
デシテックスの間にあり、綿含有量＜85％）

52064300

非零售精梳细支混纺棉多股纱(细支指单纱细度为
192.31-232.56分特之间,含棉量<85%)

細番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿混紡、
小売用でない、コームしたもの（単糸太さが192.31-232.56
デシテックスの間にあり、綿含有量＜85％）

52064400

比較的細番手のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿
非零售精梳较细混纺棉多股纱(较细支指单纱细度在125混紡、小売用でない、コームしたもの（単糸太さが125192.31分特,含棉量<85%)
192.31デシテックスの間にあり、綿含有量＜85％）

52064500

極細のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン、綿混紡、小
非零售精梳特细混纺棉多股纱(特细支指单纱细度<125分
売用でない、コームしたもの（単糸太さ＜125デシテックス、
特,含棉量<85%)
綿含有量＜85％）

5207

棉纱线（缝纫线除外），供零售用

52071000
52079000
5208
52081100
52081200.1
52081200
52081300
52081900
52082100
52082200

供零售用纯棉纱线(纯棉纱线指按重量计含棉量≥85%,缝
纫线除外)
供零售用混纺棉纱线(混纺棉纱线指按重量计含棉量
<85%,缝纫线除外)
棉机织物，按重量计含棉量在85％及以上，每平方米重
量不超过200克

綿糸（小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く)
小売用にした綿糸（綿含有量≧85％、縫糸を除く）
小売用にした混紡綿糸（綿含有量＜85％、縫糸を除く）
綿織物(綿の重量が全重量の85%及びそれ以上で、重量が1
平方メートルにつき200グラム以下のものに限る)

未漂白全棉平纹府绸及细平布(每平方米重量≤100克,含 平織りの綿ポプリン及ブロード、漂白してないもの（重量1平
方メートルにつき100グラム以下のもの、綿含有量≧85％）
棉≥85%)
未漂白全棉平纹府绸及细平布(100＜每平方米重量≤200
克,含棉≥85%)
未漂白全棉平纹机织平布(100＜每平方米重量≤200
克,68号及以下)

平織りの綿ポプリンブロード、漂白していないもの（100＜1
平米当重量≦200グラム、綿含有量≧85％）
綿平織物、漂白していないもの（100＜1平米当重量≦200
グラム、68号及以下）

3枚綾織又は4枚綾織の綿織物、漂白していないもの（1平
未漂白全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉
米当重量≦200グラム、綿含有量≧85％、破れ紗文織りの
≥85%,包括双面斜纹机织物)
ものを含む）
未漂白其他全棉机织缎布(每平方米重量≤200克,含棉≥
85%)
漂白全棉平纹府绸及细平布(每平方米重量≤100克,含棉
≥85%)
漂白全棉平纹府绸及细平布(100克＜每平方米重量≤200
克,含棉≥85%)

サテン綿織物、其の他のもの、漂白していないもの（1平米
当重量≦200グラム、綿含有量≧85％）
平織りの綿ポプリンブロード、漂白したもの（重量1平方メー
トルにつき100グラム以下のもの、綿含有量≧85％）
平織りの綿ポプリンブロード、漂白したもの（100グラム＜1
平米当重量≦200グラム、綿含有量≧85％）

52082300

3枚綾織又は4枚綾織の綿織物、漂白したもの（1平米当重
漂白的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉
量≦200グラム、綿含有量≧85％、破れ紗文織りのものを
≥85%,包括双面斜纹机织物)
含む）

52082900

漂白其他全棉机织缎布(每平方米重量≤200克,含棉≥
85%)

52083100

染色全棉手工织布(每平方米重量≤100克,含棉≥85%)

52083200

染色全棉手工织布(100克＜每平方米重量≤200克,含棉
≥85%)

サテン綿織物、其の他のもの、漂白したもの（1平米当重量
≦200グラム、綿含有量≧85％）
手織り綿織物、浸染したもの(1平米当重量≦100グラム、綿
含有量≧85％）
手織り綿織物、浸染したもの(100グラム＜1平米当重量≦
200グラム、綿含有量≧85％）

52083300

3枚綾織又は4枚綾織の綿織物、浸染したもの（1平米当重
染色的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉
量≦200グラム、綿含有量≧85％、破れ紗文織りのものを
≥85%,包括双面斜纹机织物)
含む）

52083900

染色其他全棉机织缎布(每平方米重量≤200克,含棉≥
85%)

52084100
52084200
52084300
52084900
52085100
52085200
52085910
52085990
5209
52091100
52091200
52091900
52092100
52092200
52092900
52093100
52093200
52093900
52094100
52094200
52094300
52094900
52095100
52095200
52095900
5210

サテン綿織物、その他のもの、浸染したもの（1平米当重量
≦200グラム、綿含有量≧85％）
手織りの綿織物、先染めしたもの(1平米当重量≦100グラ
色织的全棉手工织布(每平方米重量≤100克,含棉≥85%)
ム、綿含有量≧85％）
色织的全棉手工织布(100＜每平方米重量≤200克,含棉 手織りの綿織物、先染めしたもの(100＜1平米当重量≦200
グラム、綿含有量≧85％）
≥85%)
3枚綾織又は4枚綾織の綿織物、先染したもの（1平米当重
色织的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉
量≦200グラム、綿含有量≧85％、破れ紗文織りのものを
≥85%,包括双面斜纹机织物)
含む）
色织的其他全棉提花机织物(每平方米重量≤200克,含棉 ジャカード綿織物、其の他のもの、先染めしたもの（1平米当
重量≦200グラム、綿含有量≧85％）
≥85%)
手織りの綿織物、なせんしたもの(1平米当重量≦100グラ
印花全棉手工织布(每平方米重量≤100克,含棉≥85%)
ム、綿含有量≧85％）
印花的全棉手工织布(100克＜每平方米重量≤200克,含 手織りの綿織物、なせんしたもの(100グラム＜1平米当重量
≦200グラム、綿含有量≧85％）
棉≥85%)
3枚綾織又は4枚綾織の綿織物、なせんしたもの（1平米当
印花的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉
重量≦200グラム、綿含有量≧85％、破れ紗文織りのもの
≥85%,包括双面斜纹机织物)
を含む）
印花其他全棉机织缎布(每平方米重量≤200克,含棉≥
85%)
棉机织物，按重量计含棉量在85％及以上，每平方米重
量超过200克
未漂白全棉平纹府绸及细平布(每平方米重量＞200克,含
棉≥85%)

サテン綿織物、その他のもの、なせんしたもの（1平米当重
量≦200グラム、綿含有量≧85％）
綿織物(綿の重量が全重量の85%及びそれ以上で、重量が1
平方メートルにつき200グラム超えるものを含む)
平織りの綿ポプリンブロード、漂白していないもの（1平米当
重量＞200グラム、綿含有量≧85％）

3枚綾織又は4枚綾織の綿織物、漂白していないもの（1平
未漂白的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量＞200克,含
米当重量＞200グラム、綿含有量≧85％、破れ紗文織りの
棉≥85%,包括双面斜纹机织物)
ものを含む）
未漂白的其他全棉机织缎布(每平方米重量＞200克,含棉
≥85%)
漂白全棉平纹府绸及细平布(每平方米重量＞200克,含棉
≥85%)

サテン綿織物、その他のもの、漂白していないもの（1平米
当重量＞200グラム、綿含有量≧85％）
平織りの綿ポプリンブロード、漂白したもの（1平米当重量＞
200グラム、綿含有量≧85％）

3枚綾織又は4枚綾織の綿織物、漂白したもの（1平米当重
漂白的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量＞200克,含棉
量＞200グラム、綿含有量≧85％、破れ紗文織りのものを
≥85%,包括双面斜纹机织物)
含む）
漂白的其他全棉机织缎布(每平方米重量＞200克,含棉≥ サテン綿織物、その他のもの、漂白したもの（1平米当重量
＞200グラム、綿含有量≧85％）
85%)
手織りの綿織物、浸染したもの(1平米当重量＞200グラム、
染色全棉手工织布(每平方米重量＞200克,含棉≥85%)
綿含有量≧85％）
3枚綾織又は4枚綾織の綿織物、浸染したもの（1平米当重
染色的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量＞200克,含棉
量＞200グラム、綿含有量≧85％、破れ紗文織りのものを
≥85%,包括双面斜纹机织物)
含む）
染色的其他全棉机织缎布(每平方米重量＞200克,含棉≥ サテン綿織物、その他のもの、浸染したもの（1平米当重量
＞200グラム、綿含有量≧85％）
85%)
手織りの綿織物、先染めしたもの(1平米当重量＞200グラ
色织的全棉手工织布(每平方米重量＞200克,含棉≥85%)
ム、綿含有量≧85％）
色织全棉蓝粗斜纹布(劳动布)(每平方米重量＞200克,含 綿製デニム(藍染めのもの）、先染めしたもの(1平米当重量
＞200グラム、綿含有量≧85％）
棉≥85%)
3枚綾織又は4枚綾織の綿織物、先染めしたもの（1平米当
色织的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量＞200克,含棉
重量＞200グラム、綿含有量≧85％、破れ紗文織りのもの
≥85%,包括双面斜纹机织物)
を含む）
色织的其他全棉提花机织物(每平方米重量＞200克,含棉 綿製ジャカード織物、其の他のもの、先染めしたもの(1平米
当重量＞200グラム、綿含有量≧85％）
≥85%)
手織りの綿織物、なせんしたもの(1平米当重量＞200グラ
印花全棉手工织布(每平方米重量＞200克,含棉≥85%)
ム、綿含有量≧85％）
3枚綾織又は4枚綾織の綿織物、なせんしたもの（1平米当
印花的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量＞200克,含棉
重量＞200グラム、綿含有量≧85％、破れ紗文織りのもの
≥85%,包括双面斜纹机织物)
を含む）
印花的其他全棉机织缎布(每平方米重量＞200克,含棉≥ サテン綿織物、その他のもの、なせんしたもの（1平米当重
量＞200グラム、綿含有量≧85％）
85%)
綿織物(綿の重量が全重量の85%以下のもので、混用繊維
棉机织物，按重量计含棉量在85％未満，主要或仅与化
の全部分又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平
学纤维混纺,每平方米重量不超过200克
方メートルにつき200グラム以下のものに限る)

52101100

綿製のポプリン、ポリエステル短繊維と混紡した、漂白して
未漂白与聚酯短纤混纺的棉制府绸（每平方米重量≤200
いないもの（1平米当重量≦200グラム、綿含有量＜85％、
克,含棉＜85%,含细平布)
平織りのブロードを含む）

52101910

綿製ツイル織物、ポリエステル短繊維と混紡した、漂白して
未漂白与聚脂短纤混纺的棉斜纹布（每平米≤200克，含
いないもの（1平米当重量≦200グラム、綿含有量＜85％、3
棉＜85％，3/4线斜纹布，双面斜纹布）
枚綾織又は4枚綾織のツイル）

52101990

綿製サテン織物、ポリエステル短繊維と混紡した、其の他の
其他未漂白与聚酯短纤混纺的缎布（每平方米重量≤200
漂白していないもの（1平米当重量≦200グラム、綿含有量
克,含棉＜85%)
＜85％）

52102100

漂白与聚酯短纤混纺棉府绸（每平方米重量≤200克,含
棉＜85%,含细平布)

52102910

綿製ツイル織物、3枚綾織又は4枚綾織のポリエステル短繊
漂白与聚脂短纤混纺3/4线或双面棉斜纹布（每平米重≤
維と混紡した、漂白したもの（1平米当重量≦200グラム、綿
200克，含棉＜85％）
含有量＜85％）

52102990

其他漂白与聚酯短纤混纺缎布（每平方米重量≤200克,
含棉＜85%)

綿製サテン織物、ポリエステル短繊維と混紡した、其の他の
漂白したもの（1平米当重量≦200グラム、綿含有量＜
85％）

52103100

染色与聚酯短纤混纺棉府绸（每平方米重量≤200克,含
棉＜85%,含细平布)

綿製のポプリン、ポリエステル短繊維と混紡した、浸染した
もの（1平米当重量≦200グラム、綿含有量＜85％、平織り
のブロードを含む）

52103200

3/4枚綾織の綿ツイル織物、ポリエステル短繊維と混紡し
染色聚酯短纤3/4棉斜纹布（每平方米重量不超过200克,
た、浸染したもの(1平米当重量≦200グラム、綿含有量＜
含棉＜85%,含双面斜纹布)
85％、破れ紗文織りのものを含む）

綿製のポプリン、ポリエステル短繊維と混紡した、漂白した
もの（1平米当重量≦200グラム、綿含有量＜85％、平織り
のブロードを含む）

其他染色与聚酯短纤混纺缎布（每平方米重量≤200克,
含棉＜85%)
色织与聚酯短纤混纺棉平纹布（每平方米重量≤200克,
含棉＜85%)

サテン織物、ポリエステル短繊維と混紡した、其の他の浸染
したもの（1平米当重量≦200グラム、綿含有量＜85％）
綿平織物、ポリエステル短繊維と混紡した、先染めしたもの
（1平米当重量≦200グラム、綿含有量＜85％）

52104910

色织与聚酯短纤混纺3/4斜纹棉布（每平方米重量≤200
克,含棉＜85%,含双面斜纹布)

3/4枚綾織の綿ツイル織物、ポリエステル短繊維と混紡し
た、先染めしたもの(1平米当重量≦200グラム、綿含有量＜
85％、破れ紗文織りのものを含む）

52104990

色织与聚酯短纤混纺提花布（每平方米重量≤200克,含
棉＜85%)

ジャカード織物、ポリエステル短繊維と混紡した、先染めし
たもの（1平米当重量≦200グラム、綿含有量＜85％）

52105100

印花与聚酯短纤混纺的棉府绸（每平方米重量≤200克,
含棉＜85%,含细平布)

綿製のポプリン、ポリエステル短繊維と混紡した、なせんし
たもの（1平米当重量≦200グラム、綿含有量＜85％、平織
りのブロードを含む）

52105910

印花聚酯短纤混纺3/4线斜纹棉布（每平方米重量≤200
克,含棉＜85%,含双面斜纹布)

3/4枚綾織の綿ツイル織物、ポリエステル短繊維と混紡し
た、なせんしたもの(1平米当重量≦200グラム、綿含有量＜
85％、破れ紗文織りのものを含む）

52105990

其他印花与聚酯短纤混纺缎布（每平方米重量≤200克,
含棉＜85%)

サテン織物、ポリエステル短繊維と混紡した、其の他のなせ
んしたもの（1平米当重量≦200グラム、綿含有量＜85％）

5211

棉机织物，按重量计含棉量在85％未満，主要或仅与化
学纤维混纺，每平方米重量超过200 克

綿織物(綿の重量が全重量の85%以下のもので、混用繊維
の全部分又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平
方メートルを超えるものに限る)

52111100

未漂白与聚酯短纤混纺棉府绸（每平方米重量＞200克,
含棉＜85%,含细平布)

綿製のポプリン、ポリエステル短繊維と混紡した、漂白して
いないもの（1平米当重量＞200グラム、綿含有量＜85％、
平織りのブロードを含む）

52111200

未漂白聚酯短纤混纺斜纹棉布（每平方米重量＞200克,
含棉＜85%,3/4线斜纹布)

綿製ツイル織物、ポリエステル短繊維と混紡した、漂白して
いないもの（1平米当重量＞200グラム、綿含有量＜85％、3
枚綾織又は4枚綾織のツイル）

52111900

綿製サテン織物、ポリエステル短繊維と混紡した、其の他の
未漂白与聚酯短纤混纺其他棉缎布（每平方米重量＞200
漂白していないもの（1平米当重量＞200グラム、綿含有量
克,含棉＜85%)
＜85％）

52112000

漂白主要或其他化纤混纺的棉机织布（每平方米重超过
200克,含棉＜85%)

主要な或いは其の他の人造繊維と混紡した、漂白した綿織
物（1平米当重量＞200グラム、綿含有量＜86％）

52113100

染色与聚酯短纤混纺棉府绸（每平方米重量＞200克,含
棉＜85%,含细平布)

綿製のポプリン、ポリエステル短繊維と混紡した、浸染した
もの（1平米当重量＞200グラム、綿含有量＜85％、平織り
のブロードを含む）

52113200

染色聚酯短纤混纺3/4线斜纹棉布（每平方米重量＞200
克,含棉＜85%,含双面斜纹布)

3/4枚綾織の綿ツイル織物、ポリエステル短繊維と混紡し
た、浸染したもの(1平米当重量＞200グラム、綿含有量＜
85％、破れ紗文織りのものを含む）

染色与聚酯短纤混纺的棉缎布（每平方米重量＞200克,
含棉＜85%)
色织与聚酯短纤混纺平纹棉布（每平方米重量＞200克,
含棉＜85%，)

綿製のサテン織物、ポリエステル短繊維と混紡した、浸染し
たもの（1平米当重量＞200グラム、綿含有量＜85％）
綿平織物、ポリエステル短繊維と混紡した、先染めしたもの
（1平米当重量＞200グラム、綿含有量＜85％）

52103900
52104100

52113900
52114100

52114200

色织与化纤混纺蓝色粗斜纹棉布（每平方米重量＞200
克,含棉＜85%)

綿製の藍染めデニム、人造繊維と混紡した、先染めしたも
の(1平米当重量＞200グラム、綿含有量＜85％）

52114300

3/4枚綾織の綿ツイル織物、ポリエステル短繊維と混紡し
色织聚酯短纤3/4线斜纹棉布（每平方米重量＞200克,含
た、先染めしたもの(1平米当重量＞200グラム、綿含有量＜
棉＜85%,含双面斜纹布)
85％、破れ紗文織りのものを含む）

52114900

色织与聚酯短纤混纺的提花布（每平方米重量＞200克,
含棉＜85%)

ジャカード織物、ポリエステル短繊維と混紡した、先染めし
たもの（1平米当重量＞200グラム、綿含有量＜85％）

52115100

印花与聚酯短纤混纺棉府绸（每平方米重量＞200克,含
棉＜85%,含细平布)

綿製のポプリン、ポリエステル短繊維と混紡した、なせんし
たもの（1平米当重量＞200グラム、綿含有量＜85％、平織
りのブロードを含む）

52115200

印花聚酯短纤混纺3/4线斜纹棉布（每平方米重量＞200
克,含棉＜85%,含双面斜纹布)

3/4枚綾織の綿ツイル織物、ポリエステル短繊維と混紡し
た、なせんしたもの(1平米当重量＞200グラム、綿含有量＜
85％、破れ紗文織りのものを含む）

52115900

印花与聚酯短纤混纺棉缎布（每平方米重量＞200克,含
棉＜85%)

綿製のサテン織物、ポリエステル短繊維と混紡した、なせん
したもの（1平米当重量＞200グラム、綿含有量＜85％）

5212

其他棉机织物

その他の綿織物

52121100

未漂白的其他混纺棉布(每平方米重≤200克,与36%及以
上精梳羊毛或动物细毛混纺)

其の他の混紡した綿織物、漂白していないもの(1平米当重
量≦200グラム、36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と
混紡）

52121200

漂白的其他混纺棉布(每平方米重≤200克,与36%及以上
精梳羊毛或动物细毛混纺)

其の他の混紡した綿織物、漂白したもの(1平米当重量≦
200グラム、36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と混紡）

52121300

染色其他混纺棉布(每平方米重≤200克,,与36%及以上精 其の他の混紡した綿織物、浸染したもの(1平米当重量≦
200グラム、36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と混紡）
梳羊毛或动物细毛混纺)

52121400

色织其他混纺棉布(每平方米重≤200克,,与36%及以上精 其の他の混紡した綿織物、先染めしたもの(1平米当重量≦
200グラム、36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と混紡）
梳羊毛或动物细毛混纺)

52121500

印花其他混纺棉布(每平方米重≤200克,,与36%及以上精 其の他の混紡した綿織物、なせんしたもの(1平米当重量≦
200グラム、36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と混紡）
梳羊毛或动物细毛混纺)

52122100

其の他の混紡した綿織物、漂白していないもの(1平米当重
未漂白其他混纺棉布(每平方米重＞200克,,与36%及以上
量＞200グラム、36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と
精梳羊毛或动物细毛混纺)
混紡）

52122200

漂白的其他混纺棉布(每平方米重＞200克,,与36%及以上 其の他の混紡した綿織物、漂白したもの(1平米当重量＞
200グラム、36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と混紡）
精梳羊毛或动物细毛混纺)

52122300

染色的其他混纺棉布(每平方米重＞200克,,与36%及以上 其の他の混紡した綿織物、浸染したもの(1平米当重量＞
200グラム、36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と混紡）
精梳羊毛或动物细毛混纺)

52122400

色织的其他混纺棉布(每平方米重＞200克,,与36%及以上 其の他の混紡した綿織物、先染めしたもの(1平米当重量＞
200グラム、36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と混紡）
精梳羊毛或动物细毛混纺)

52122500

印花的其他混纺棉布(每平方米重＞200克,,与36%及以上 其の他の混紡した綿織物、なせんしたもの(1平米当重量＞
200グラム、36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と混紡）
精梳羊毛或动物细毛混纺)

5301

亚麻，生的或经加工但未纺制的；亚麻短纤及废麻（包
括废麻纱线及回收纤维）

亜麻（精紡したものを除く）、並びのそのトウ及びくず（糸くず
及び反毛した繊維を含む）

53011000

生的或沤制的亚麻

亜麻（生のもの及びレッティングしたものに限る）

53012100

破开或打成的亚麻

亜麻、破茎又はスカッチングしたもの

53012900

栉梳或经其他加工未纺制的亚麻

亜麻、ハックリングその他の処理をした、紡績していないも
の

53013000

亚麻短纤及废麻（包括废麻纱线及回收纤维）

亜麻のトウ及びくず（糸くず及び反毛した繊維を含む）

5302

大麻，生的或经加工但未纺制的；大麻短纤及废麻（包
括废麻纱线及回收纤维）

大麻（精紡したものを除く）、並びのそのトウ及びくず（糸くず
及び反毛した繊維を含む）

53021000

生的或经沤制的大麻

大麻（生のもの及びレッティングしたものに限る）

53029000

加工未纺的大麻、大麻短纤及废麻（包括废麻纱线及回
收纤维）

大麻、大麻のトウ及くず、処理した、紡績していないもの（糸
くず及び反毛した繊維を含む）

5303

黄麻及其他纺织用韧皮纤维（不包括亚麻、大麻及苎
麻），生的或经加工但未纺制的；上述纤维的短纤及废
麻（包括废纱线及回收纤维）

ジュート及その他の紡織用靭皮繊維（亜麻、大麻及びラミー
を除く）、生のもの、又は加工して精紡していないもの、）、並
びにそのトウ及びくず（糸くず及び反毛した繊維を含む）

53031000

生或沤制黄麻,其他纺织韧皮纤维（不包括亚麻、大麻及 ジュート、その他の紡織用靭皮繊維（生のもの及びレッティ
ングしたものに限る、亜麻、大麻、らミーを除く）
苎麻）

53039000

ジュート（加工した、紡績していないもの）及その他の紡織用
加工未纺的黄麻及纺织用韧皮纤维(包括短纤、废麻、废
靭皮繊維（トウ及びくず、糸くず及び反毛した繊維を含む、
纱线及回收纤维,不包括亚麻、大麻及苎麻）
亜麻、大麻、らミーを除く）

5305

椰壳纤维、蕉麻（马尼拉麻）、苎麻及其他品目未列名
的纺织用植物纤维，生的或经加工但未纺制的；上述纤
维的短纤、落麻及废料（包括废纱线及回收纤维）

ココやし、アバカ（マニラ麻又はサム・テクスティリス）、ラミー
その他の植物性紡織用繊維（他の項に該当するもの及び
精紡したものを除く）、並びにそのトウ、ノイル及びくず（糸く
ず及び反毛した繊維を含む）

53050011

生的苎麻

ラミー、生のもの

53050012

经加工、未纺制的苎麻

ラミー、加工して紡績していないもの

53050013

苎麻短纤及废麻（包括废纱线及回收纤维）

ラミーのトウ及くず（糸くず及反毛した繊維を含む）

经加工的未列名纺织用苎麻纤维(包括短纤、落麻、废
料、废纱线及回收纤维）
生的或经加工、未纺制的蕉麻(包括其短纤、落麻、废
料、废蕉麻纱线及回收纤维）

其の他紡織用ラミー繊維、加工したもの（そのトウ、ノイル、
くず並びに糸くず、反毛した繊維を含む）
アバカ、加工して紡績していないもの或いは生もの（そのト
ウ、ノイル、くず並びに糸くず、反毛した繊維を含む）

53050091

生的或经加工、未纺制的西沙尔麻及纺织用龙舌兰纤维
(包括其短纤、落麻、废料、废纱线及回收纤维）

コイヤヤーン及び紡織用リュウゼツラン、加工して紡績して
いないもの或いは生もの（そのトウ、ノイル、くず並びに糸く
ず、反毛した繊維を含む）

53050092

生的或经加工、未纺的椰壳纤维(包括其短纤、落麻、废 ココやし、加工して紡績していないもの或いは生もの（そのト
ウ、ノイル、くず並びに糸くず、反毛した繊維を含む）
料、废椰壳纱线及回收纤维）

53050099

生的或经加工的未列名纺织用植物纤维(包括短纤、落
麻、废料、废纱线及回收纤维）

其の他植物性紡織用繊維、加工したもの或いは生もの（そ
のトウ、ノイル、くず並びに糸くず、反毛した繊維を含む）

5306

亚麻纱线

亜麻糸

53061000

亚麻单纱

亜麻単糸

53062000

亚麻多股纱线或缆线

亜麻のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン

5307

黄麻纱线或品目5303的其他纺织用韧皮纤维纱线

第50・03項のジュートその他の紡織用靭皮繊維の糸

53071000

黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱

ジュート及その他の紡織用靭皮繊維の単糸

53072000

黄麻及其他韧皮纤维多股纱或缆线

ジュート及その他の紡織用靭皮繊維のマルチプルヤーン及
びケーブルヤーン

5308

其他植物纺织纤维纱线；纸纱线

その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸

53081000

椰壳纤维纱线

コイヤヤーン

53082000

大麻纱线

大麻糸

53050019
53050020

53089011
53089012

漂白或未漂白的纯苎麻纱线(按重量计苎麻含量在85％及 ラミー糸、未漂白又は漂白したもの（ラミーの含有量が85％
以上）
以上)
ラミー糸、先染めしたもの（ラミーの含有量が85％以上）
纯苎麻色纱线(按重量计苎麻含量在85%及以上)

53089013

漂白或未漂白其他苎麻纱线(按重量计苎麻含量在85%以
下)

53089014

其他苎麻色纱线(按重量计苎麻含量在85%以下)

53089091

纸纱线

紙糸

53089099

其他植物纺织纤维纱线

その他の植物性紡織用繊維の糸

5309

亚麻机织物

亜麻織物

53091110

未漂白的纯亚麻机织物(按重量计亚麻含量在85%及以上)

亜麻織物、漂白していないもの（ラミーの含有量が85％以
上）

53091120

漂白的纯亚麻机织物(按重量计亚麻含量在85%及以上)

亜麻織物、漂白したもの（ラミーの含有量が85％以上）

53091900

其他全亚麻机织物(按重量计亚麻含量在85%及以上)

其の他の亜麻織物（ラミーの含有量が85％以上）

未漂白与精梳毛混纺的亚麻机织物(亚麻含量在85%以下,
含17%以上羊毛或动物细毛)
漂白与精梳毛混纺的亚麻机织物(亚麻含量在85%以下,含
17%以上羊毛或动物细毛)
其他与精梳毛混纺的亚麻机织物(亚麻含量在85%以下,含
17%以上羊毛或动物细毛)

亜麻織物、梳毛糸と混紡した、漂白していないもの（亜麻の
含有量＜85％、羊毛又は繊獣毛含有量＞17％）
亜麻織物、梳毛糸と混紡した、漂白したもの（亜麻の含有量
＜85％、羊毛又は繊獣毛含有量＞17％）
其の他の亜麻織物、梳毛糸と混紡したもの（亜麻の含有量
＜85％、羊毛又は繊獣毛含有量＞17％）

5310

黄麻或品目5303的其他纺织用韧皮纤维机织物

第50･03項のジュートその他の紡織用靭皮繊維の織物

53101000

ジュート又は其の他の紡織用靭皮繊維の織物、漂白してい
未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物(宽度不超过150厘米,
ないもの(幅≦150センチ、コームした羊毛又は繊獣毛と混
与精梳羊毛或动物细毛混纺)
紡）

53109000

其の他のジュート織物、幅≦150センチ（第50･03項のその
其他黄麻机织物,宽度≤150厘米(含税号5303其他纺织用
他の紡織用靭皮繊維の織物を含む。コームした羊毛又は繊
韧皮纤维布,与精梳羊毛或动物细毛混纺)
獣毛と混紡）

5311

其他纺织用植物纤维机织物；纸纱线机织物

53092110
53092120
53092900

ラミー糸、未漂白又は漂白した、其の他のもの（ラミーの含
有量が85％未満）
ラミー糸、先染めした其の他のもの（ラミーの含有量が85％
未満）

その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物

53110012

未漂白与精梳毛混纺的苎麻机织物(苎麻含量在85%及以
上,含17%以上羊毛或动物细毛)

53110013

与精梳毛混纺的苎麻其他机织物(苎麻含量在85%及以上, 其の他のラミー織物、梳毛糸と混紡したもの（ラミーの含有
量≧85％、羊毛又は繊獣毛が17％以上含有される）
含17%以上羊毛或动物细毛)

53110014

未漂白与精梳羊毛混纺苎麻机织物(苎麻含量＜85%,含
17%以上羊毛或动物细毛)

ラミー織物、梳毛糸と混紡した、漂白していないもの（ラミー
の含有量＜85％、羊毛又は繊獣毛が17％以上含有される）

53110015

其他苎麻机织物,含量<85%（羊毛或动物细毛含量＞
17%、主要或仅与精梳羊毛或动物细毛混纺)

其の他のラミー織物、ラミーの含有量＜85％（羊毛又は繊
獣毛の含有量＞17％、主に又は全部梳毛糸/繊獣毛と混
紡）

53110020

纸纱线机织物（主要或仅与精梳羊毛或动物细毛混纺)

紙糸の織物(主に又は全部梳毛糸/繊獣毛と混紡）

53110030

大麻机织物

大麻の織物

53110090

其他纺织用植物纤维机织物（含17%以上羊毛或动物细
毛)

5401

化学纤维长丝纺制的缝纫线，不论是否供零售用

其の他の植物性紡織用繊維の織物(羊毛又は繊獣毛が
17％以上含有される）
人造繊維の長繊維製の縫糸、小売り用にしたものであるか
ないかを問わない

54011010

非供零售用合纤长丝缝纫线

合繊長繊維製の縫糸、小売用でないもの

54011020

供零售用合纤长丝缝纫线

合繊長繊維製の縫糸、小売用にしたもの

54012010

非供零售用人纤长丝缝纫线

人造繊維長繊維製の縫糸、小売用でないもの

54012020

供零售用人纤长丝缝纫线

人造繊維長繊維製の縫糸、小売用にしたもの

5402

合成纤维长丝纱线（缝纫线除外），非供零售用，包括
细度在67分特以下的合成纤维单丝

合成繊維の長繊維の糸（縫糸を除く）、小売用にしたもの、
67デシテックス以下の合成繊維単糸を含む

54021110

聚间苯二甲酰间苯二胺纺制高强力纱（非供零售用）

ポリフェニレンジアミンベンゼン2-ホルミル(Poly-phenylene
diamine benzene two formyl )で製の強力糸（小売用でない
もの）

54021120

聚对苯二甲酰间苯二胺纺制高强力纱（非供零售用）

ポリ2-ホルミルベンゼンメートル-フェニレンジアミン（Poly
benzene two formyl-m-phenylenediamine）で製の強力糸
（小売用でないもの）

54021190

其它芳香族聚酰胺纺制高强力纱（非供零售用）

その他の芳香ポリアミド製の強力糸（小売用でないもの）

54021910

聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱(非供零售用）

ポリアミド－6（ナイロン－6）製の強力糸(小売用でないもの）

54021920

聚酰胺-6，6(尼龙-6，6)纺制高强力纱（非供零售用）

54021990

其他尼龙或其他聚酰胺制高强力纱（非供零售用）

54022000

非零售聚酯高强力纱（单丝/未捻或捻度＜5转/米复丝单 ポリエステルの強力糸、小売用でないもの（単糸/撚ってい
ない、又は撚り数＜5回/ｍのマルチプルファイバーの単糸）
纱）

54022000

非零售聚酯高强力纱（捻度≥5转/米复丝单纱）

ポリエステルの強力糸、小売用でないもの（撚り数≧5回/ｍ
のマルチプルファイバーの単糸）

54022001

非零售聚酯高强力多股纱

ポリエステルの強力マルチブルヤーン、小売用でないもの

聚酰胺-6(尼龙-6)纺制弹力丝（非供零售用，指每根单
纱细度不超过50特）
聚酰胺-6,6纺制的弹力丝（（非供零售用，尼龙-66，指
每根单纱细度不超过50特）
芳香族聚酰胺纺制弹力丝（非供零售用，指每根单纱细
度不超过50特）
其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝（指每根单纱细度不超
过50特，非供零售用）

ポリアミド－6（ナイロン－6）製の弾力糸(小売用でないも
の、構成する単糸≦50テックス）
ポリアミド－6,6製弾力糸(小売用でないもの、ナイロン－66、
構成する単糸≦50テックス）
芳香ポリアミド製の弾力糸(小売用でないもの、構成する単
糸≦50テックス）
其の他のナイロン又はポリアミド製の弾力糸(小売用でない
もの、構成する単糸≦50テックス）

非零售其他细尼龙变形纱线（指每根单纱细度不超过50
特，包括其他聚酰胺变形丝）

其の他の細ナイロンテクスチャード加工糸（小売用でないも
の、構成する単糸≦50テックス、其の他のポリアミドテクス
チャード加工糸を含む）

聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的弹力丝（指每根单纱细度超过
50特，非供零售用）
聚酰胺-6,6纺制的弹力丝（指每根单纱细度超过50特，
尼龙-66，非供零售用）
芳香族聚酰胺纺制的弹力丝（指每根单纱细度超过50
特，非供零售用）
其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝（指每根单纱细度超过
50特，非供零售用）

ポリアミド－6（ナイロン－6）製の弾力糸(小売用でないも
の、構成する単糸＞50テックス）
ポリアミド－6,6製弾力糸(小売用でないもの、ナイロン－66、
構成する単糸＞50テックス）
芳香ポリアミド製の弾力糸(小売用でないもの、構成する単
糸＞50テックス）
其の他のナイロン又はポリアミド製の弾力糸(小売用でない
もの、構成する単糸＞50テックス）

54023111
54023112
54023113
54023119
54023190
54023211
54023212
54023213
54023219

梳毛糸と混紡したラミー織物、漂白していないもの（ラミーの
含有量≧85％、羊毛又は繊獣毛が17％以上含有される）

ポリアミド－6，6（ナイロン－6，6）製の強力糸(小売用でない
もの）
其の他のナイロン又はポリアミド製の強力糸(小売用でない
もの）

54023290

非零售其他粗尼龙变形纱线（粗指每根单纱细度超过50
特，包括其他聚酰胺变形丝）

其の他の太いナイロンテクスチャード加工糸、小売用でない
もの（構成する単糸＞50テックス、其の他のポリアミドテクス
チャード加工糸を含む）

54023310

非零售聚酯弹力丝

ポリエステル製の弾力糸、小売用でないもの

54023390

非零售聚酯变形纱线

ポリエステル製のテクスチャード加工糸、小売用でないもの

54023400

聚丙烯长丝变形纱线（非供零售用）

54023900
54024410
54024490
54024510
54024520
54024530

ポリポプピレン長繊維のテクスチャード加工糸(小売用でな
いもの）
其の他の合成繊維長糸のテクスチャード加工糸(小売用で
其他合成纤维长丝变形纱线（非供零售用）
ないもの）
氨纶弹性单纱（未加捻或捻度每米不超过50转，非供零 ポリウレタンの弾力単糸(撚っていない、又は撚り数5０回/
ｍ以下、小売用でないもの）
售用）
其他合成纤维长丝弹性单纱（非供零售用，未加捻或捻 其の他の合成長繊維の単糸(小売用でないもの、撚ってい
ない、又は撚り数≦50回/ｍ）
度每米不超过50转）
聚酰胺-6（尼龙-6）纺制的其他单纱（非供零售用，未 ポリアミド－6（ナイロン‐6）製の其の他の単糸(小売用でな
いもの、撚っていない、又は撚り数＜50回/ｍ）
加捻或捻度每米不超过50转）
聚酰胺-6（尼龙-6，6）纺制的其他单纱（非供零售用， ポリアミド－6（ナイロン‐6，6）製の其の他の単糸(小売用で
ないもの、撚っていない、又は撚り数＜51回/ｍ）
未加捻或捻度每米不超过50转）
芳香族聚酰胺纺制的单纱（单丝/未捻或捻度每米50转以 芳香ポリアミド製の其の他の単糸(小売用でないもの、撚っ
ていない、又は撚り数＜50回/ｍ）
下的复丝单纱，非供零售用）
其他尼龙或其他聚酰胺纺单纱纺织制的其他单纱（非供
零售用，未加捻或捻度每米不超过50转）

其の他のナイロン又はポリアミド単糸製の其の他の単糸(小
売用でないもの、撚っていない、又は撚り数≦50回/ｍ）

其他部分定向聚酰胺单纱（非供零售用，未加捻或捻度
每米不超过50转）
其他聚酯单纱（非供零售用，未加捻或捻度每米不超过
50转）
其他聚丙烯单纱（非供零售用，未加捻或捻度每米不超
过50转）

其の他の部分的に配向性を与えたポリアミド製の単糸(小売
用でないもの、撚っていない、又は撚り数≦50回/ｍ）
其の他のポリエステル単糸（小売用でないもの、撚っていな
い、又は撚り数≦50回/ｍ）
其の他のポリプロピレン単糸（小売でないもの、撚っていな
い、又は撚り数≦50回/ｍ）

54024910

聚乙烯长丝纱线(单纱)

ポリエチレン長繊維糸（単糸）

54024990

非弹性氨纶单纱

非弾力のスパンデックス単糸

54024991

其他合成纤维长丝单纱

その他の合成長繊維糸（単糸）

聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的单纱（指捻度每米超过50转，
非供零售用）
聚酰胺-6,6纺制的单纱（指捻度每米超过50转，尼龙66，非供零售用）
芳香族聚酰胺纺制的单纱（指捻度每米超过50转，非供
零售用）
其他尼龙或其他聚酰胺单纱（指捻度每米超过50转，非
供零售用）

ポリアミド－6（ナイロン－6）製の単糸(撚り数＞50回/ｍ、小
売用でないもの）
ポリアミド－6,6製の単糸(撚り数＞50回/ｍ、ナイロン－66、
小売用でないもの）
芳香ポリアミド製の単糸（撚り数＞50回/ｍ、小売用でないも
の）
其の他のナイロン又はポリアミド製の単糸（撚り数＞50回/
ｍ、小売用でないもの）

54025200

非零售加捻的其他聚酯纱线（指捻度每米超过50转）

部分的に配向性を与えたポリエステル糸、撚った、小売でな
いもの（撚り数が50回/ｍを超えたマルチプルファイバーの
単糸）

54025910

聚丙烯纱线（指捻度每米超过50转，非供零售用）

ポリポプピレン糸（撚り数＞50回/ｍ、小売用でないもの）

54025920

聚乙烯长丝纱线(单纱)

ポリエチレン長繊維糸（単糸）

其他合成纤维长丝纱线（指捻度每米超过50转，非供零
售用）
聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的纱线（包括多股纱线或缆线，
非供零售用）
聚酰胺-6,6纺制的纱线（包括多股纱线或缆线，尼龙66，非供零售用）
芳香族聚酰胺纺制的纱线（包括多股纱线或缆线，非供
零售用）
其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线（包括多股纱线或缆
线，非供零售用）

其の他の合成長繊維糸（撚り数＞50回/ｍ、小売用でない
もの）
ポリアミド－6（ナイロン－6）製糸（マルチブルヤーン又は
ケーブルヤーンを含む、小売用でないもの）
ポリアミド－6,6製糸（マルチブルヤーン又はケーブルヤーン
を含む、ナイロン-66、小売用でないもの）
芳香ポリアミド製の単糸（マルチブルヤーン又はケーブル
ヤーンを含む、小売用でないもの）
其の他のナイロン又はポリアミド製の単糸（マルチブルヤー
ン又はケーブルヤーンを含む、小売用でないもの）
ポリエステルマルチブルヤーン、小売用でないもの(ケーブ
ルヤーンを含む）
ポリポプピレン糸（マルチブルヤーン又はケーブルヤーンを
含む、小売用でないもの）
ポリウレタン糸（マルチブルヤーン又はケーブルヤーンを含
む、小売用でないもの）
其の他の合繊長繊維マルチブルヤーン又はケーブルヤー
ン(小売用でないもの）

54024590
54024600
54024700
54024800

54025110
54025120
54025130
54025190

54025990
54026110
54026120
54026130
54026190
54026200

非零售聚酯多股纱线（包括缆线）

54026910

聚丙烯纱线（包括多股纱线或缆线，非供零售用）

54026920

氨纶纱线（包括多股纱线或缆线，非供零售用）

54026990

其他合纤长丝多股纱线或缆线（非供零售用）

5403

人造纤维长丝纱线（缝纫线除外），非供零售用，包括
细度在67分特以下的人造纤维单丝

再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸を除く）、小
売用でないもの、67デシテックス以下の人造繊維の単繊維
を含む）

54031000

非零售粘胶纤维高强力纱（单丝/未捻或捻度每米5转以
下的复丝单纱，非供零售用）

ビスコースレーヨン強力糸(単糸/撚っていない、又は撚り数
＜5回/M、小売用でないもの）

54033110

竹製ビスコースレーヨン単糸、小売用でないもの(撚ってい
非零售竹制粘胶纤维单纱（未捻或捻度每米不超过120转
ない、又は撚り数＜120回/Mの単糸、テクスチャード加工糸
以下的单纱，包括变形纱线）
を含む）

54033190

其の他のビスコースレーヨン単糸、小売用でないもの、(撚っ
其他非零售粘胶纤维单纱（未捻或捻度每米不超过120转
ていない、又は撚り数≦120回/ｍ、テクスチャード加工糸を
的单纱，包括变形纱线）
含む）
非零售的竹制粘胶纤维单纱（加捻捻度每米超过120转
的，包括变形纱线）
其他非零售粘胶纤维单纱（加捻捻度每米超过120转，包
括变形纱线）

竹製ビスコースレーヨン単糸、小売用でないもの(撚り数＞
120回/M、テクスチャード加工糸を含む）
その他のビスコースレーヨン、小売用でないもの（撚り数＞
120回/ｍ、テクスチャード加工糸を含む）

54033310

非零售二醋酸纤维单纱（单丝/未捻或捻度每米5转以下
的复丝单纱，包括变形纱线）

アセテート単糸(単糸/撚っていない、又は撚り数＜5回/Mの
マルチブルファイバーの単糸、小売用でないもの、テクス
チャード加工糸を含む）

54033390

非零售其他醋酸纤维单纱（单丝/未捻或捻度每米5转以
下的复丝单纱，非供零售用，包括变形纱线）

其の他のアセテート単糸、小売用でないもの(単糸/撚って
いない、又は撚り数＜5回/ｍのマルチブルファイバーの単
糸、テクスチャード加工糸を含む）

54033900

非零售其他人纤长丝单纱（单丝/未捻或捻度每米5转以
下的复丝单纱，非供零售用，包括变形纱线）

其の他の再生繊維又は半合成繊維長糸の単糸、小売用で
ないもの(単糸/撚っていない、又は撚り数＜5回/ｍのマル
チブルファイバーの単糸、テクスチャード加工糸を含む）

54034100

非零售粘胶长丝多股纱线或缆线（包括变形纱线）

ビスコースレーヨン長糸のマルチブルヤーン又はケーブル
ヤーン、小売用でないもの（テクスチャード加工糸を含む）

54034200

非零售醋酸长丝多股纱线或缆线（包括变形纱线）

アセテート長糸のマルチブルヤーン又はケーブルヤーン、
小売用でないもの（テクスチャード加工糸を含む）

54034900

非零售其他人纤长丝多股纱或缆线（包括变形纱线）

其の他の再生繊維又は半合成繊維長糸のマルチブルヤー
ン又はケーブルヤーン、小売用でないもの（テクスチャード
加工糸を含む）

5404

合成繊維の単繊維（67デシテックス及びそれ以上のもの
截面尺寸不超过1毫米，细度在67分特及以上的合成纤维 で、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る）、
单丝；表观宽度不超过5毫米的合成纤维纺织材料制扁条 及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品、
見掛け幅が5ミリメートル以下のもの（例えば、人造スト
及类似品(例如人造草)
ロー）

54041100

ポリエステル単糸、67デシテックス及びそれ以上のもの(横
细度≥67分特的涤纶纤维单丝（截面尺寸不超过1mm，＜
断面寸法≦1ｍｍ、67デシテックス以下の合繊単糸は5402
67分特的合纤单丝归入编号5402）
に入れる）

54041200

其の他のポリプロピレン単糸、67デシテックス及びそれ以上
细度≥67分特的其他聚丙烯单丝（截面尺寸不超过1mm，
のもの(横断面寸法≦1ｍｍ、67デシテックス以下の合繊単
＜67分特的合纤单丝归入编号5402）
糸は5402に入れる）

54041900

ポリエステル単糸、67デシテックス及びそれ以上のもの(横
细度≥67分特的涤纶纤维单丝（截面尺寸不超过1mm，＜
断面寸法≦1ｍｍ、67デシテックス以下の合繊単糸は5402
67分特的合纤单丝归入编号5402）
に入れる）

54049000

其他合成纺织材料制扁条及类似品（表观宽度不超过5毫 其の他の合成繊維材料のストリップその他これに類する物
品(見掛け幅が5ｍｍ以下、例えば、人造ストロー）
米，例如人造草）

5405

再生繊維又は半合成繊維の単繊維（67デシテックス及びそ
截面尺寸不超过1毫米，细度在67分特及以上的人造纤维 れ以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下の
单丝；表观宽度不超过5毫米的人造纤维纺织材料制扁条 ものに限る）、及び再生繊維又は半合成繊維材料のストリッ
プその他これに類する物品（例えば、人造ストロー。見掛け
及类似品(例如人造草)
幅が5ミリメートル以下のものに限る）

54050000

细度≥67分特其他人纤单丝及其扁条（单丝截面尺寸≤
1mm，扁条及其类似品宽度≤5mm）

其の他の再生繊維又は半合成繊維単糸(67デシテックス及
びそれ以上のもの）及ストリップ(単糸横断面寸法≤1ｍｍ、
ストリップ及類似品の幅≤5ｍｍ）

5406

化学纤维长丝纱线（缝纫线除外），供零售用

再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸（縫糸を除く）、小
売用にしたものに限る

54060010

供零售用合成纤维长丝纱线（缝纫线除外）

合成繊維長繊維の糸、小売用にしたもの（縫糸を除く）

54060020

供零售用人造纤维长丝纱线(缝纫线除外)

54033210
54033290

5407
54071010

合成纤维长丝纱线的机织物，包括品目5404所列材料的
机织物
高强力纱纺制机织物（由尼龙或其他聚酰胺高强力纱纺
制的）

再生繊維又は半合成繊維長繊維の糸、小売用にしたもの
(縫糸を除く）
合成繊維の長繊維の糸の織物（第54･04項の材料の織物を
含む）
強力糸製織物（ナイロン又は其の他のポリアミドの強力糸
製）

54071020

聚酯高强力纱纺制机织物（重量≤170克/平米）

54072000

聚乙烯聚丙烯扁条或类似机织物（宽度3米以下）

ポリエステル強力糸製の織物(重量≦170グラム/平米）

平行纱线相互层迭并粘合织物（第11类注释九所列的机
织物,含塑料＞60%）
未漂或漂白的打字机带用机织物（尼龙或其他聚酰胺长
丝含量≥85%）
染色的纯尼龙机织物（按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝
含量≥85%）
色织的纯尼龙机织物（按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝
含量≥85%）
印花的纯尼龙机织物（按重量计尼龙或其他聚酰胺长丝
含量≥85%）

ポリエチレン、ポリプロピレンのストリップ又はこれに類似す
る織物
糸を並行に並べた層を相互に重ねて接着した織物(第11類
の注釈9に書かれる織物、プラスチック含有＞60％）
タイプライターテープ用織物、未漂白又は漂白したもの（ナ
イロン、又は其の他のポリアミド長糸含有量≧85％）
ナイロン織物、浸染したもの（ナイロン又は其の他のポリアミ
ド長糸含有量≧85％）
ナイロン織物、先染めしたもの（ナイロン又は其の他のポリ
アミド長糸含有量≧85％）
ナイロン織物、なせんしたもの（ナイロン、又は其の他のポリ
アミド長糸含有量≧85％）

54075100

未漂白或漂白纯聚酯变形长丝布（聚酯变形长丝含量≥
85%，重量≤170克/平米）

ポリエステルテクスチャード加工長糸の織物、未漂白又は
漂白したもの(ポリエステルテクスチャード加工長糸の含有
量≧85％、重量≦170グラム/平米）

54075200

ポリエステルテクスチャード加工長糸の織物、浸染したもの
染色的聚酯变形长丝布,含量≥85（宽＜77厘米，每厘米
(ポリエステルテクスチャード加工長糸含有量≧85％、幅＜
经纱密70-142根，纬密32-71根）
77ｃｍ、1ｃｍ当縦糸70-142本、横糸32-71本）

54075300

色织的聚酯变形长丝布,含量≥85%（宽＜77厘米，每厘
米经纱密70-142根，纬密32-71根）

54075400

ポリエステルテクスチャード加工長糸の織物、なせんしたも
印花的聚酯变形长丝机织物（聚酯变形长丝含量≥85%，
の(ポリエステルテクスチャード加工長糸の含有量≧85％、
重量≤170克/平米）
重量≦170グラム/平米）

54076100

ポリエステルのテクスチャード加工していない長糸の織物、
染色聚酯非变形长丝布,含量≥85（宽＜77厘米，每厘米 浸染したもの（ポリエステルテクスチャード加工長糸の含有
量≧85％、幅＜77ｃｍ、1ｃｍ当縦糸70-142本、横糸32-71
经纱密70-142根，纬密32-71根）
本）

54076900

其の他のポリエステル長糸の織物、未漂白又は漂白したも
未漂或漂其他聚酯长丝布（聚酯长丝含量≥85%，重量＞
の(ポリエステル長糸の含有量≧85％、重量＞170グラム/
170克/平米）
平米）

54073000
54074100
54074200
54074300
54074400

ポリエステルテクスチャード加工長糸の織物、先染めしたも
の(ポリエステルテクスチャード加工長糸の含有量≧85％、
幅＜77ｃｍ、1ｃｍ当縦糸70-142本、横糸32-71本）

未漂白或漂白其他纯合纤长丝布（纯合纤布指按重量计
其他合成纤维长丝含量≥85%）
染色的其他纯合纤长丝布（纯合纤布指按重量计其他合
成纤维长丝含量≥85%）
色织的其他纯合纤长丝布（纯合纤布指按重量计其他合
成纤维长丝含量≥85%）
印花的其他纯合纤长丝布（纯合纤布指按重量计其他合
成纤维长丝含量≥85%）
未漂或漂白与棉混纺府绸及细平布（其他合成纤维长丝
含量在85%以下）
染色的与棉混纺府绸及细平布（混纺合纤布指按重量计
其他合成纤维长丝含量在85%以下）
色织的与棉混纺府绸及细平布（混纺合纤布指按重量计
其他合成纤维长丝含量在85%以下）
印花的与棉混纺府绸及细平布（混纺合纤布指按重量计
其他合成纤维长丝含量在85%以下）

其の他の合繊長糸織物、未漂白又は漂白のもの（其の他
の合成繊維長糸含有量≧85％）
其の他の合繊長糸織物、浸染したもの（其の他の合成繊維
長糸含有量≧85％）
其の他の合繊長糸織物、先染めしたもの（其の他の合成繊
維長糸含有量≧85％）
其の他の合繊長糸織物、なせんしたもの（其の他の合成繊
維長糸含有量≧85％）
綿と混紡したポプリン及ブロード、未漂白又は漂白したもの
（其の他の合成繊維長糸含有量＜85％）
綿と混紡したポプリン及ブロード、浸染したもの（其の他の
合成繊維長糸含有量＜85％）
綿と混紡したポプリン及ブロード、先染めしたもの（其の他
の合成繊維長糸含有量＜85％）
綿と混紡したポプリン及ブロード、なせんしたもの（其の他の
合成繊維長糸含有量＜85％）

54079100

未漂或漂白的其他混纺合成纤维布（合纤含量在85%以
下，与其他羊毛或动物细毛36%及以上混）

其の他の合成繊維織物、未漂白又は漂白したもの（含有量
36％以上の其の他の羊毛又は繊獣毛と混紡、合繊＜
85％）

54079200

染色的其他混纺合成纤维布（与精梳羊毛或动物细毛≥
36%混纺，合纤＜85%）

其の他の合成繊維織物、浸染したもの（含有量36％以上の
コームした羊毛又は繊獣毛と混紡、合繊＜85％）

54079300

色织的其他混纺合成纤维布（与精梳羊毛或动物细毛≥
36%混纺，合纤＜85%）

其の他の混紡した合成繊維織物、先染めしたもの（含有量
36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と混紡、合繊＜
85％）

印花的其他混纺合成纤维布（与精梳羊毛或动物细毛≥
36%混纺，合纤＜85%）
人造纤维长丝纱线的机织物，包括品目5405所列材料的
机织物

其の他の合成繊維織物、なせんしたもの（含有量36％以上
のコームした羊毛又は繊獣毛と混紡、合繊＜85％）
再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物（第54･05
項の材料の織物を含む）

54081000

粘胶纤维高强力纱的机织物

ビスコースレーヨン強力糸の織物

54082110

未漂白或漂白粘胶长丝机织物（按重量计粘胶纤维长
丝、扁条或类似品含量≥85%）

ビスコースレーヨン長繊維の織物、未漂白又は漂白のもの
（ビスコースレーヨン長糸、ストリップ、又は類似するもの含
有量≧85％）

54082120

未漂白或漂白醋酸长丝机织物（按重量计醋酸纤维长
丝、扁条或类似品含量≥85%）

アセテート長繊維の織物、未漂白又は漂白したもの（アセ
テート長糸、ストリップ、又は類似するもの含有量≧85％）

54077100
54077200
54077300
54077400
54078100
54078200
54078300
54078400

54079400
5408

54082190

未漂白或漂白其他纯人纤长丝机织（包括扁条布、按重
量计其他人造纤维长丝含量含量≥85%）

其の他の再生繊維又は半合成繊維長糸の織物、未漂白又
は漂白したもの（ストリップの織物を含む、其の他の再生繊
維又は半合成繊維長糸の含有量≧85％）

54082210

染色的粘胶长丝机织物（按重量计粘胶纤维长丝、扁条
或类似品含量≥85%）

ビスコースレーヨン長繊維の織物、浸染したもの（ビスコー
スレーヨン長糸、ストリップ、又は類似するもの含有量≧
85％）

54082220

染色的醋酸长丝机织物（按重量计醋酸纤维长丝、扁条
或类似品含量≥85%）

アセテート長繊維の織物、浸染したもの（アセテート長糸、ス
トリップ、又は類似するもの含有量≧85％）

54082290

染色的其他人纤长丝机织物（按重量计其他纤维长丝、
扁条含量≥85%）

其の他の再生繊維又は半合成繊維長糸の織物、浸染した
もの（ストリップの織物を含む、其の他の再生繊維又は半合
成繊維長糸の含有量≧85％）

54082310

色织的粘胶长丝机织物（按重量计粘胶纤维长丝、扁条
或类似品含量≥85%）

ビスコースレーヨン長繊維の織物、先染めしたもの（ビス
コースレーヨン長糸、ストリップ、又は類似するもの含有量
≧85％）

54082320

色织的醋酸长丝机织物（按重量计醋酸纤维长丝、扁条
或类似品含量≥85%）

アセテート長繊維の織物、先染めしたもの（アセテート長糸、
ストリップ、又は類似するもの含有量≧85％）

54082390

色织的其他人纤长丝机织物（按重量计其他纤维长丝、
扁条含量≥85%）

其の他の再生繊維又は半合成繊維の織物、先染めしたも
の（其の他の再生繊維又は半合成繊維長糸、ストリップの
含有量≧85％）

54082410

印花的粘胶长丝机织物（按重量计粘胶纤维长丝、扁条
或类似品含量≥85%）

ビスコースレーヨン長繊維の織物、先染めしたもの（ビス
コースレーヨン長糸、ストリップ、又は類似するもの含有量
≧85％）

54082420

印花的醋酸长丝机织物（按重量计醋酸纤维长丝、扁条
或类似品含量≥85%）

アセテート長繊維の織物、先染めしたもの（アセテート長糸、
ストリップ、又は類似するもの含有量≧85％）

54082490

其他印花人纤长丝,扁条机织物（按重量计其他纤维长
丝、扁条含量≥85%）

其の他の再生繊維又は半合成繊維長糸、ストリップの織
物、先染めしたもの（再生繊維又は半合成繊維長糸、スト
リップ、又は類似するもの含有量≧85％）

54083100

未漂白或漂白人纤长丝机织物（与精梳羊毛或动物细毛
≥36%混纺，人纤＜85%）

再生繊維又は半合成繊維長糸織物、未漂白又は漂白した
もの（含有量36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と混
紡、再生繊維又は半合成繊維＜85％）

54083200

再生繊維又は半合成繊維長糸織物、浸染したもの（含有量
染色的人纤长丝机织物（与精梳羊毛或动物细毛≥36%混
36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と混紡、再生繊維又
纺，人纤＜85%）
は半合成繊維＜85％）

54083300

再生繊維又は半合成繊維長糸織物、先染めしたもの（含有
色织的人纤长丝机织物（与精梳羊毛或动物细毛≥36%混
量36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と混紡、再生繊維
纺，人纤＜85%）
又は半合成繊維＜85％）

54083400

再生繊維又は半合成繊維長糸織物、なせんしたもの（含有
印花的人纤长丝机织物（与精梳羊毛或动物细毛≥36%混
量36％以上のコームした羊毛又は繊獣毛と混紡、再生繊維
纺，人纤＜85%）
又は半合成繊維＜85％）

5501

合成纤维长丝丝束

合成繊維の長繊維のトウ

55011000

尼龙或其他聚酰胺长丝丝束

ナイロン又はその他のポリアミドの長繊維のトウ

55012000

聚酯长丝丝束

ポリエステルの長繊維のトウ

55013000

聚丙烯腈长丝丝束(包括变性聚丙烯腈长丝丝束）

アクリル長繊維のトウ（モダクリル長繊維のトウを含む）

55014000

聚丙烯长丝丝束

ポリプロピレン長繊維のトウ

55019000

其他合成纤维长丝丝束

其の他の合成繊維の長繊維のトウ

5502

人造纤维长丝丝束

再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ

55020010

二醋酸纤维丝束

二酢酸繊維の長繊維のトウ

55020090

其他人造纤维长丝丝束

其の他の再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ

5503

合成纤维短纤，未梳或未经其他纺前加工

合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡織準備の処
理をしたものを除く）

55031110

未梳的聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤（包括未经其
他纺前加工的）

ポリフェニレンジアミンベンゼン2-ホルミル(Poly-phenylene
diamine benzene two formyl )で製の短繊維、カード又は
コームしていないもの（紡織準備の処理をしていない其の他
のものを含む）

55031120

未梳的聚对苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤（包括未经其
他纺前加工的）

ポリ2-ホルミルベンゼンメートル-フェニレンジアミン(Poly
benzene two formyl-m-phenylenediamine)で製の短繊維、
カード又はコームしていないもの（紡織準備の処理をしてい
ない其の他のものを含む）

55031190

未梳的其它芳香族聚酰胺纺制的短纤（包括未经其他纺
前加工的）

その他の芳香ポリアミド製の強力糸（紡織準備の処理をして
いない其の他のものを含む）

55031900

未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤（包括未经其他纺前加工
的）

ナイロン、又はその他のポリアミドの短繊維、カード又は
コームしていないもの(紡織準備の処理をしていない其の他
のものを含む）

ポリエステル短繊維、カード又はコームしていないもの(紡織
準備の処理をしていない其の他のものを含む）
アクリル短繊維、カード又はコームしていないもの(モダクリ
ル短繊維を含む）
ポリプロピレン短繊維、カード又はコームしていないもの(紡
織準備の処理をしていない其の他のものを含む）

55032000

未梳的聚酯短纤（包括未经其他纺前加工的）

55033000

未梳的聚丙烯腈短纤维（包括变性聚丙烯腈制短纤维）

55034000

未梳的聚丙烯短纤（包括未经其他纺前加工的）

55039010

未梳的聚酯短纤

5503909000

未梳的其他合成纤维短纤

5504

人造纤维短纤，未梳或未经其他纺前加工

55041010

未梳的竹制粘胶短纤（包括未经其他纺前加工的）

竹製ビスコースレーヨン短繊維、カード又はコームしていな
いもの(紡織準備の処理をしていない其の他のものを含む）

55041021

未梳的木制阻燃粘胶短纤（包括未经其他纺前加工的）

木製、燃焼阻止ビスコースレーヨン短繊維、カード又はコー
ムしていないもの(紡織準備の処理をしていない其の他のも
のを含む）

55041029

高湿模量未梳的木制阻燃粘胶短纤（湿强≥
2.0cn/dtex，干强≥3.0cn/dtex）(干伸 >14%，湿伸
>18%，纤度0.89至2.67dtex)

高湿係数の木製、燃焼阻止ビスコースレーヨン短繊維、
カード又はコームしていないもの（湿強度≥2.0cn/dtex、乾燥
強度≥3.0cn/dtex）(乾燥伸び率 >14%，湿伸び率 >18%，繊度
0.89～2.67dtex)

55041090

其他未梳的人造纤维短纤（包括未经其他纺前加工的）

其の他のカード又はコームしていない再生繊維又は半合成
繊維の短繊維(紡織準備の処理をしていない其の他のもの
を含む）

55049000

未梳的其他人造纤维短纤（包括未经其他纺前加工的）

其の他の再生繊維又は半合成繊維の短繊維、カード又は
コームしていないもの(紡織準備の処理をしていない其の他
のものを含む）

5505

化学纤维废料（包括落绵、废纱及回收纤维）

人造繊維のくず（ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む）

55051000

合成纤维废料（包括落绵、废纱及回收纤维）

合成繊維のくず（ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む）

55052000

人造纤维废料（包括落绵、废纱及回收纤维）

5506

合成纤维短纤，已梳或经其他纺前加工

55061011

已梳的聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤（包括经其他
纺前加工的）

ポリフェニレンジアミンベンゼン2-ホルミル(Poly-phenylene
diamine benzene two formyl )で製の短繊維、カード又は
コームしたもの（其の他の紡織準備の処理をしたものを含
む）

55061012

已梳的聚对苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤（包括经其他
纺前加工的）

ポリ2-ホルミルベンゼンメートル-フェニレンジアミン(Poly
benzene two formyl-m-phenylenediamine)で製の短繊維、
カード又はコームしたもの（其の他の紡織準備の処理をした
ものを含む）

その他の合成繊維短繊維、カード又はコームしていないも
の
再生繊維又は半合成繊維の短繊維（カード、コームその他
の紡織準備の処理をしたものを除く）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維のくず（ノイル、糸くず及
び反毛した繊維を含む）
合成繊維の短繊維（カード、コームその他の紡織準備の処
理をしたもの）

55062000

已梳的聚酯短纤（包括经其他纺前加工的）

55063000

已梳的聚丙烯腈及其变性短纤（包括经其他纺前加工
的）

その他の芳香ポリアミド製の短繊維、カード又はコームした
もの（其の他の紡織準備の処理をしたものを含む）
その他のナイロン或いはポリアミド 製の短繊維（其の他の
紡織準備の処理をしたものを含む）
ポリエステル短繊維、カード又はコームしたもの（其の他の
紡織準備の処理をしたものを含む）
アクリル及モダクリル短繊維、カード又はコームしたもの（其
の他の紡織準備の処理をしたものを含む）

55069010

已梳的聚苯硫醚短纤

PPS短繊維、カード又はコームしたもの

55069090

已梳的其他合成纤维短纤

その他の合成繊維短繊維、カード又はコームしたもの

5507

人造纤维短纤，已梳或经其他纺前加工

55070000

已梳的人造纤维短纤（包括经其他纺前加工的）

5508

化学纤维短纤纺制的缝纫线，不论是否供零售用

55081000

非零售用聚丙烯晴短纤缝纫线

アクリル短繊維の縫糸、小売用でないもの

55082000

非零售用人造纤维短纤缝纫线

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の縫糸、小売用でない
もの

5509

合成纤维短纤纺制的纱线（缝纫线除外），非供零售用

合成繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にしたものを除く）

55091100

非零售纯尼龙短纤单纱（纯指按重量计尼龙或其他聚酰
胺短纤含量在85%及以上）

ナイロン短繊維の単糸、小売用でないもの（ナイロン又はそ
の他のポリアミドの短繊維の含有量≧85％）

55061019
55061090

其它已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤（包括经其他纺前加
工的）
其它已梳的尼龙或聚酰胺短纤（包括经其他纺前加工
的）

ポリエステル短繊維、カード又はコームしていないもの

再生繊維又は半合成繊維の短繊維（カード、コームその他
の紡織準備の処理をしたもの）
再生繊維又は半合成繊維の短繊維、カード又はコームした
もの（其の他の紡織準備の処理をしたものを含む）
縫糸（人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にし
たものであるかないかを問わない）

55091200

非零售纯尼龙短纤多股纱线（包括缆线，纯指按重量计
尼龙或其他聚酰胺短纤含量在85%及以上）

ナイロン短繊維のマルチブルヤーン、小売用でないもの
（ケーブルヤーンを含む、ナイロン又はその他のポリアミド
の短繊維の含有量≧85％）

55092100

非零售纯聚酯短纤单纱（纯指按重量计聚酯胺短纤含量
在85%及以上）

ポリエステル短繊維の単糸、小売用でないもの（ポリエステ
ル短繊維の含有量≧85％）

55092200

ポリエステル短繊維のマルチブル-ヤーン又はケーブル
非零售聚酯短纤多股纱线或缆线（终捻为Z捻聚酯胺短纤
ヤーン、小売用でないもの（最終撚りはZ撚りで、ポリエステ
含量在85%及以上，缝纫线除外）
ル短繊維の含有量≧85％、縫糸を除く）

55093100

非零售纯聚丙烯腈短纤单纱（纯指按重量计聚丙烯腈或
变性聚丙烯腈短纤含量≥85%）

アクリル短繊維の単糸、小売用でないもの（アクリル又はモ
ダクリル短繊維の含有量≧85％）

55093200

非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线（包括缆线，聚丙烯腈
或其变性短纤含量≥85%）

アクリル短繊維のマルチブル-ヤーン、小売用でないもの
（ケーブルヤーンを含む、アクリル又はモダクリル短繊維の
含有量≧85％）

55094100

非零售纯合成纤维短纤单纱（纯指按重量计其他合成纤
维短纤含量≥85%及以上）

合成繊維短繊維の単糸、小売用でないもの（其の他の合成
繊維短繊維の含有量≧85％）

55094200

非零售纯合纤短纤多股纱线（包括缆线，纯指按重量计
其他合成纤维短纤含量≥85%及以上）

合成繊維短繊維のマルチブル-ヤーン、小売用でないもの
（ケーブルヤーンを含む、其の他の合成繊維短繊維の含有
量≧85％）

55095100

非零售与人纤短纤混纺聚酯短纤纱（混纺指按重量计聚
酯短纤含量在85%以下）

ポリエステル短繊維の糸、再生繊維又は半合成繊維の短
繊維と混紡した、小売用でないもの（ポリエステル短繊維の
含有量＜85％）

非零售与毛混纺聚酯短纤纱线（混纺指按重量计聚酯短
纤含量在85%以下）
非零售与棉混纺聚酯短纤纱线（混纺指按重量计聚酯短
纤含量在85%以下）
非零售与其他混纺聚酯短纤纱线（混纺指按重量计聚酯
短纤含量在85%以下）

ポリエステル短繊維の糸、羊毛又は繊獣毛と混紡した、小
売用でないもの（ポリエステル短繊維の含有量＜85％）
ポリエステル短繊維の糸、綿と混紡した、小売用でないもの
（ポリエステル短繊維の含有量＜85％）
ポリエステル短繊維の糸、其の他のものと混紡した、小売
用でないもの（ポリエステル短繊維の含有量＜85％）

55096100

非零售与毛混纺腈纶短纤纱线（混纺指按重量计聚丙烯
腈及其变性短纤含量在85%以下）

アクリル短繊維の糸、羊毛又は繊獣毛と混紡した、小売用
でないもの（アクリル又はモダクリル短繊維の含有量＜
85％）

55096200

非零售与棉混纺腈纶短纤纱线（混纺指按重量计聚丙烯
アクリル短繊維の糸、綿と混紡した、小売用でないもの（ア
腈及其变性短纤含量在85%以下）（混纺指按重量计聚丙
クリル又はモダクリル短繊維の含有量＜85％）
烯腈及其变性短纤含量在85%以下）

55096900

非零售与其他混纺腈纶短纤纱线（混纺指按重量计聚丙
烯腈及其变性短纤含量在85%以下）

アクリル短繊維の糸、其の他のものと混紡した、小売用でな
いもの（アクリル又はモダクリル短繊維の含有量＜85％）

55099100

非零售与毛混纺其他合纤短纤纱线（混纺指按重量计其
他合成纤维短纤含量在85%以下）

其の他の合繊短繊維の糸、羊毛または繊獣毛と混紡した、
小売用でないもの（其の他の合繊短繊維の含有量＜85％）

非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线（混纺指按重量计其
他合成纤维短纤含量在85%以下）
非零售与其他混纺合纤短纤纱线（混纺指按重量计其他
合成纤维短纤含量在85%以下）

55095200
55095300
55095900

5510

人造纤维短纤纺制的纱线（缝纫线除外），非供零售用

55101100

非零售其他纯人造纤维短纤单纱（纯指按重量计其他人
造纤维短纤含量在85%及以上）

其の他の合繊短繊維の糸、綿と混紡した、小売用でないも
の（其の他の合繊短繊維の含有量＜85％）
合繊短繊維の糸、其の他のものと混紡した、小売用でない
もの（其の他の合繊短繊維の含有量＜85％）
再生繊維又は半合成繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にし
たものを除く）
其の他の再生繊維又は半合成繊維短繊維の単糸、小売用
でないもの（その繊維短糸の含有量≧85％）

55101200

非零售其他纯人纤短纤多股纱线（包括缆线，纯指按重
量计其他人造纤维短纤含量≥85%）

其の他の再生繊維又は半合成繊維短繊維のマルチブル
ヤーン、小売用でないもの（ケーブルヤーンを含む、その他
の再生繊維又は半合成繊維短繊維の含有量＜85％）

55102000

非零售与毛混纺其他人纤短纤纱线（混纺指按重量计其
他人造纤维短纤含量在85%以下）

其の他の再生繊維又は半合成繊維短繊維の糸、羊毛ま又
は繊獣毛と混紡した、小売用でないもの（其の他の再生繊
維又は半合成繊維短繊維の含有量＜85％）

55103000

非零售与棉混纺其他人纤短纤纱线（混纺指按重量计其
他人造纤维短纤含量在85%以下）

其の他の再生繊維又は半合成繊維短繊維の糸、綿と混紡
した、小売用でないもの（其の他の再生繊維又は半合成繊
維短繊維の含有量＜85％）

55109000

非零售与其他混纺人纤短纤纱线（混纺指按重量计其他
人造纤维短纤含量在85%以下）

再生繊維又は半合成繊維短繊維の糸、其の他の物と混紡
した、小売用でないもの（其の他の再生繊維又は半合成繊
維短繊維の含有量＜85％）

5511

化学纤维短纤纺制的纱线（缝纫线除外），供零售用

55099200
55099900

55111000
55112000

零售用纯合纤短纤纱线（混纺指按重量计其他合成纤维
短纤含量在85%以上）
零售用混纺合纤短纤纱线（混纺指按重量计其他合成纤
维短纤含量在85%以下）

人造繊維の紡績糸（縫糸及び小売用にしたものに限るもの
とし、縫糸を除く）
合成繊維短繊維の糸、小売用にしたもの（其の他の合成繊
維短繊維の含有量≧85％）
混紡した合成繊維短繊維の糸、小売用にしたもの（其の他
の合成繊維短繊維の含有量＜85％）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の糸、小売用にしたも
の
合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維の重量が全
重量の85％及びそれ以上のもの）

55113000

零售用人纤短纤纱线

5512

合成纤维短纤纺制的机织物，按重量计合成纤维短纤含
量在85%及以上

55121100

ポリエステル短繊維のポプリン織物、未漂白又は漂白した
未漂或漂白聚酯短纤机织府绸（聚酯短纤含量在85%及以
もの（ポリエステル短繊維の含有量≧85％、ブロードを含
上，包括细平布）
む）

55121900

ポリエステル短繊維の織物、先染めしたもの（ポリエステル
聚酯短纤色织机织物（聚酯短纤含量在85%及以上，蓝粗
短繊維の含有量≧85％、藍染めデニム及ジャカード織物を
斜纹布及提花织物除外）
除く）
未漂或漂腈纶短纤机织府绸细平布（纯腈纶布指按重量
计腈纶短纤含量在85%及以上）
腈纶短纤色织机织物（腈纶短纤含量在85%及以上，蓝粗
斜纹布及提花织物除外）

アクリル短繊維のポプリン及ブロード織物、未漂白又は漂
白したもの（アクリル短繊維の含有量≧85％）
アクリル短繊維の先染めした織物（アクリル短繊維の含有
量≧85％、藍染めデニム及ジャカード織物を除く）

55129100

未漂或漂白其他合纤短纤机织府绸（其他合纤短纤含量
在85%以上，含细平布）

其の他の合繊短繊維のポプリン織物、未漂白又は漂白した
もの（其の他の合繊短繊維の含有量≧85％、ブロードを含
む）

55129900

其の他の合繊短繊維の先染めした織物（其の他の合繊短
其他合纤短纤色织机织物（其他合纤短纤含量≥85%，蓝
繊維の含有量≧85％、藍染めデニム及ジャカード織物を除
粗斜纹布及提花织物除外）
く）

5513

合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維の重量が全
合成纤维短纤纺制的机织物，按重量计合成纤维短纤含
重量の85％以下のもののうち、混用繊維の全部又は大部
量在85%以下，主要或仅与棉混纺，每平方米重量不超过
分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラム以
170克
下のものに限る）

55131110

ポリエステル短繊維の平織りポプリン、綿と混紡した、漂白
与棉混纺未漂白聚酯短纤平纹府绸（聚酯短纤85%以下，
していないもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米
每平方米重量≤170克，含细平布）
当重量≦170グラム、ブロードを含む）

55131120

ポリエステル短繊維の平織りポプリン、綿と混紡した、漂白
与棉混纺漂白聚酯短纤平纹府绸（聚酯短纤含量＜85%，
したもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重量
每平方米重量≤170克，含细平布）
≦170グラム、ブロードを含む）

55131210

与棉混纺未漂白的轻质聚酯斜纹布（混纺为含聚酯短纤
85%以下，轻质指每平方米重量≤170克）

55131220

軽めのポリエステル綾織物、綿と混紡した、漂白したもの(ポ
与棉混纺漂白的轻质聚酯斜纹布（混纺为含聚酯短纤85%
リエステル短繊維含有量＜85％、軽めとは、1平米当重量
以下，轻质指每平方米重量≤170克）
≦170グラムのこと）

55131310

ポリエステル短繊維の綾織物、綿と混紡した、漂白していな
与棉混纺未漂聚酯短纤斜纹机织物（聚酯短纤＜85%，轻
いもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重量≦
质指每平方重量≤170克，含缎纹布）
170グラム、サテンを含む）

55131320

与棉混纺漂白聚酯短纤斜纹机织物（含聚酯短纤85%以
下，轻质指每平方重量≤170克，含缎纹）

55131900

其の他の合繊短繊維の織物、綿と混紡した、未漂白又は漂
棉混纺未漂或漂白其他合纤短纤布（其他合短纤＜85%，
白したもの（其の他の合繊短繊維の含有量＜85％、1平米
每平米重≤170克，专指府绸或细平布）
当重量≦170グラム、ポプリン又はブロードを指す）

55132100

ポリエステル短繊維の平織りポプリン、綿と混紡した、浸染
与棉混纺染色聚酯短纤平纹府绸（聚酯短纤85%以下，每
したもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重量
平米重≤170克，含细平布）
≦170グラム、ブロードを含む）

55132310

軽めのポリエステル綾織物、綿と混紡した、浸染したも(ポリ
与棉混纺染色的轻质聚酯斜纹布（包括三线或四线,双面
エステル短繊維含有量＜85％、軽めとは、1平米当重量≦
斜纹机织物,混纺为含聚酯短纤85%以下，轻质指每平方
170グラムのこと、3枚綾織又は4枚綾織、破れ紗文織のも
米重量≤170克）
のを含む）

55132390

与棉混纺染色聚酯短纤其他机织物（混纺为含聚酯短纤
85%以下，每平方米重量≤170克）

55132900

其の他の合繊短繊維のポプリン、綿と混紡した、浸染したも
与棉混纺染色其他合纤短纤府绸（其他合短纤＜85%，每
の(其の他合繊短繊維含有量＜85％、1平米当重量≦170
平米重≤170克，含细平布）
グラム、ブロードを含む）

55133100

軽めのポリエステル平織り織物、綿と混紡した、先染めした
与棉混纺色织的轻质聚酯平纹布（混纺为含聚酯短纤85%
もの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、軽めとは、1平米
以下，轻质指每平方米重量≤170克）
当重量≦170グラムのこと）

55133910

与棉混纺色织的聚酯短纤三或四线斜纹布（含聚酯短纤
85%以下，每平方米重量≤170克，包括双面斜纹机织
布）

55122100
55122900

軽めのポリエステル綾織物、綿と混紡した、漂白していない
もの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、軽めとは、1平米
当重量≦170グラムのこと）

ポリエステル短繊維の綾織物、綿と混紡した、漂白したもの
(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重量≦170グ
ラム、サテンを含む）

ポリエステル短繊維の其の他の織物、綿と混紡した、浸染し
たもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重量≦
170グラム）

３枚綾織又は４枚綾織のポリエステル短繊維の綾織物、綿
と混紡した、先染めしたもの(ポリエステル短繊維含有量＜
85％、1平米当重量≦170グラムのこと、破れ紗文織のもの
を含む）

55133920

与棉混纺色织的聚酯短纤其他机织物（混纺为含聚酯短
纤85%以下，每平方米重量≤170克）

ポリエステル短繊維のその他の織物、綿と混紡した、先染
めしたもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重
量≦170グラム）

55133990

与棉混纺色织其他合纤短纤其他布（混纺为含其他合短
纤85%以下，每平方米重量≤170克）

其の他の合繊短繊維の其の他の織物、綿と混紡した、先染
めしたもの(其の他の合繊短繊維含有量＜85％、1平米当
重量≦170グラム）

55134100

ポリエステル短繊維の平織りポプリン、綿と混紡した、なせ
与棉混纺印花聚酯短纤平纹府绸（聚酯短纤85%以下，每
んしたもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重
平方米重量≤170克，含细平布）
量≦170グラム、ブロードを含む）

55134910

与棉混纺印花的轻质聚酯三或四线斜纹布（混纺为含聚
酯短纤85%以下，轻质指每平方米重量≤170克，包括双
面斜纹机织物）

軽めのポリエステル三枚又は四枚の綾織物、綿と混紡し
た、なせんしたもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、軽
めとは、1平米当重量≦170グラムのこと、破れ紗文織りの
ものを含む）

55134920

与棉混纺印花聚酯短纤其他机织物（混纺为含聚酯短纤
85%以下，每平方米重量≤170克）

ポリエステル短繊維の其の他の織物、綿と混紡した、なせ
んしたもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重
量≦170グラム）

55134990

与棉混纺印花其他合纤短纤其他布（混纺为含其他短纤
＜85%，轻质指每平米重≤170克）

其の他の合繊短繊維の織物、綿と混紡した、なせんしたも
の(其の他合繊短繊維含有量＜85％、軽めとは、1平米当重
量≦170グラムのこと）

5514

合成纤维短纤纺制的机织物，按重量计合成纤维短纤含
量在85％以下，主要或仅与棉混纺，每平方米重量超过
170克

合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短繊維の重量が全
重量の85％以下のもののうち、混用繊維の全部又は大部
分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを
超えるものに限る）

55141110

ポリエステル短繊維平織りのポプリン、綿と混紡した、漂白
与棉混纺未漂白聚酯短纤平纹府绸（聚酯短纤85%以下，
していないもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米
每平方米重量＞170克，含细平布）
当重量＞170グラム、ブロードを含む）

55141120

ポリエステル短繊維平織りのポプリン、綿と混紡した、漂白
与棉混纺漂白聚酯短纤平纹府绸（聚酯短纤85%以下，每
したもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重量
平方米重量＞170克，含细平布）
＞170グラム、ブロードを含む）

55141210

与棉混纺未漂白的重质聚酯斜纹布（混纺为含聚酯短纤
85%以下，重质指每平方米重量＞170克）

55141220

ポリエステル短繊維の重めのツイル、綿と混紡した、漂白し
与棉混纺漂白的重质聚酯斜纹布（混纺为含聚酯短纤85%
たもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重量＞
以下，重质指每平方米重量＞170克）
170グラム）

55141911

与棉混纺未漂白聚酯短纤其他机织布（混纺为聚酯短纤
＜85%以下，每平米重＞170克）

ポリエステル短繊維のその他の織物、綿と混紡した、未漂
白のもの（ポリエステル短繊維の含有量＜85％、1平米当重
量＞170グラム）

55141912

与棉混纺漂白聚酯短纤其他机织布（混纺为聚酯短纤＜
85%以下，每平米重＞170克）

ポリエステル短繊維のその他の織物、綿と混紡した、漂白
のもの（ポリエステル短繊維の含有量＜85％、1平米当重量
＞170グラム）

55141990

与棉混纺未漂白或漂白其他合纤短纤布（其他合短纤＜
85%，每平米重＞170克，指其他机织物）

其の他の合繊短繊維の織物、綿と混紡した、未漂白又は漂
白したもの（其の他の合繊短繊維の含有量＜85％、1平米
当重量＞170グラム、其の他の織物を指す）

55142100

ポリエステル短繊維平織りのポプリン、綿と混紡した、浸染
与棉混纺染色聚酯短纤平纹府绸（聚酯短纤85%以下，每
したもの(ブロードを含む、ポリエステル短繊維含有量＜
平方米重量＞170克，含细平布）
85％、1平米当重量＞170グラム）

55142200

ポリエステル短繊維の重めのツイル、綿と混紡した、浸染し
与棉混纺染色的重质聚酯斜纹布（混纺为含聚酯短纤85%
たもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重量＞
以下，重质指每平方米重量＞170克）
170グラム）

55142300

ポリエステル短繊維其の他のツイル、綿と混紡した、浸染し
与棉混纺染色聚酯短纤其他斜纹布（聚酯短纤85%以下，
たもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重量＞
每平方米重量＞170克，含缎纹布）
170グラム、サテンを含む）

55142900

其の他の合繊短繊維のポプリン、綿と混紡した、浸染したも
与棉混纺染色其他合纤短纤府绸（其他合短纤＜85%，重
の（ブロードを含む、其の他の合繊短繊維の含有量＜
质指每平方米重量＞170克）
85％、1平米当重量＞170グラム）

55143010

与棉混纺色织的重质聚酯平纹布（混纺为含聚酯短纤＜
85%，重质指每平方米重量＞170克）

55143020

ポリエステル短繊維の3枚綾織又は4枚綾織のツイル、綿と
与棉混色织聚酯短纤三四线斜纹布（聚酯短纤＜85%，重
混紡した、先染めしたもの（破れ紗文織りを含む、ポリエステ
＞170克/平方米，含双面斜纹机织布）
ル短繊維含有量＜85％、1平米当重量＞170グラム）

55143030

与棉混纺色织聚酯短纤其他机织物（混纺为含聚酯短纤
＜85%，重质指每平方米重量＞170克）

ポリエステル短繊維の重めのツイル、綿と混紡した、漂白し
ていないもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当
重量＞170グラム）

ポリエステル短繊維の重めの平織物、綿と混紡した、先染
めしたもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重
量＞170グラム）

ポリエステル短繊維の其の他の織物、綿と混紡した、先染
めしたもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重
量＞170グラム）

合繊短繊維の其の他の織物、綿と混紡した、先染めしたも
の(其の他の合繊短繊維含有量＜85％、1平米当重量＞
170グラム）

55143090

与棉混纺色织合纤短纤其他机织物（混纺为含其他合短
纤＜85%，重质指每平方米重量＞170克）

55144100

ポリエステル短繊維平織りのポプリン、綿と混紡した、なせ
与棉混纺印花聚酯短纤平纹府绸（聚酯短纤＜85%，重＞
んしたもの(ブロードを含む、ポリエステル短繊維含有量＜
170克/平方米，含细平布）
85％、1平米当重量＞170グラム）

55144200

与棉混纺印花的重质聚酯斜纹布（混纺为含聚酯短纤＜
85%，重质指每平方米重量＞170克）

55144300

ポリエステル短繊維其の他のツイル、綿と混紡した、なせん
与棉混纺印花聚酯短纤其他斜纹布（聚酯短纤85%以下，
したもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重量
重质指每平方米重量＞170克，含缎纹布）
＞170グラム、サテンを含む）

55144900

其の他の合繊短繊維のポプリン、綿と混紡した、なせんした
与棉混纺印花其他合纤短纤府绸（其他合短纤＜85%，重
もの（ブロードを含む、其の他の合繊短繊維の含有量＜
质指每平方米重量＞170克，含细平布）
85％、1平米当重量＞170グラム）

5515

合成纤维短纤纺制的其他机织物

合成繊維の短繊維のその他の織物

55151100

聚酯短纤蓝粗斜纹布（与粘胶纤维短纤混纺，聚酯短纤
含量在85%以下）

ポリエステル短繊維の藍染めデニム(ビスコースレーヨンの
短繊維と混紡、ポリエステル短繊維含有量＜85％）

55151200

ポリエステル短繊維のポプリン又はブロード、未漂白又は漂
未漂或漂聚酯短纤府绸或细平布（聚酯短纤含量在85%以
白したもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、人造繊維の
下，与化纤长丝混纺）
長繊維と混紡）

55151300

未漂或漂聚酯短纤与精梳毛混纺布（含羊毛或动物细毛
36%及以上，聚酯短纤含量在85%以下）

ポリエステル短繊維織物、コームした羊毛又は繊獣毛と混
紡した、未漂白又は漂白したもの(羊毛ま又は繊獣毛含有
量≧36％、ポリエステル短繊維含有量＜85％）

55151900

聚脂短纤与其他纤维混蓝粗斜纹布（混纺为以聚酯短纤
为主，但聚酯短纤含量在85%以下）

ポリエステル短繊維の藍染めデニム、其の他の繊維と混用
したもの(混用繊維の大部分はポリエステル短繊維、但し、
ポリエステル短繊維含有量＜85％）

55152100

アクリル短繊維のポプリン又はブロード、未漂白又は漂白し
未漂或漂白腈纶短纤府绸或细平布（腈短纤含量在85%以
たもの(アクリル短繊維含有量＜85％、混用繊維は、大部分
下，主要或仅与化纤长丝混纺）
又は全部人造繊維の長繊維と混紡）

55152200

アクリル短繊維織物、コームした羊毛ま又は繊獣毛と混紡
未漂或漂腈纶短纤与精梳毛混纺布（腈短纤含量在85%以
した、未漂白又は漂白したもの(羊毛ま又は繊獣毛含有量
下，含羊毛或动物细毛36%及以上）
≧36％、アクリル短繊維含有量＜85％）

55152900

晴纶短纤与其他纤维混蓝粗斜纹布（混纺为以聚丙烯腈
短纤短纤为主，腈短纤含量在85%以下）

アクリル短繊維藍染めデニム、其の他の繊維と混用したも
の(混用繊維の大部分はアクリル短繊維、但し、アクリル短
繊維含有量＜85％）

55159100

未漂或漂白其他合纤短府绸（与化纤长丝混纺，合成纤
维短纤含量＜85%，含细平布）

合繊短繊維のポプリン又はブロード、其の他のもの、未漂
白又は漂白したもの(合繊短繊維含有量＜85％、人造繊維
の長繊維と混紡）

55159900

其他合纤短纤蓝粗斜纹布（合成纤维短纤含量在85%以
下，与其他纤维混纺）

其の他の合繊短繊維製藍染めデニム(合繊短繊維含有量
＜85％、其の他の繊維と混用）

5516

人造纤维短纤纺制的机织物

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物

55161100

未漂白或漂白的纯人纤短纤布（纯人纤布指按重量计人
造纤维短纤含量在85%及以上）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物、未漂白又は漂
白のもの(再生繊維又は半合成繊維の短繊維の含有量≧
85％）

染色的纯人纤短纤布（纯人纤布指按重量计人造纤维短
纤含量在85%及以上）
色织的纯人纤短纤布（纯人纤布指按重量计人造纤维短
纤含量在85%及以上）
印花的纯人纤短纤布（纯人纤布指按重量计人造纤维短
纤含量在85%及以上）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物、浸染したもの
(再生繊維又は半合成繊維の短繊維の含有量≧85％）
再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物、先染めしたも
の(再生繊維又は半合成繊維の短繊維の含有量≧85％）
再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物、なせんしたも
の(再生繊維又は半合成繊維の短繊維の含有量≧85％）

55162100

未漂或漂白人纤短纤府绸或细平布（人造纤维短纤含量
在85%以下，与化纤长丝混纺）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維のポプリン又はブロー
ド、未漂白又は漂白したもの(再生繊維又は半合成繊維の
短繊維含有量＜85％、人造繊維の長繊維と混紡）

55162200

再生繊維又は半合成繊維の短繊維のポプリン又はブロー
染色人纤短纤府绸或细平布（人造纤维短纤含量在85%以
ド、浸染したもの(再生繊維又は半合成繊維の短繊維含有
下，与化纤长丝混纺）
量＜85％、人造繊維の長繊維と混紡）

55162300

再生繊維又は半合成繊維の短繊維のポプリン又はブロー
色织人纤短纤府绸和细平布（人造纤维短纤含量在85%以
ド、先染めしたもの(再生繊維又は半合成繊維の短繊維含
下，与化纤长丝混纺）
有量＜85％、人造繊維の長繊維と混紡）

55162400

再生繊維又は半合成繊維の短繊維のポプリン又はブロー
印花人纤府绸或细平布（人造纤维短纤含量在85%以下，
ド、なせんしたもの(再生繊維又は半合成繊維の短繊維含
与化纤长丝混纺）
有量＜85％、人造繊維の長繊維と混紡）

55161200
55161300
55161400

ポリエステル短繊維の重めのツイル、綿と混紡した、なせん
したもの(ポリエステル短繊維含有量＜85％、1平米当重量
＞170グラム）

55163100

未漂白或漂白的人纤短纤与精梳毛混纺布（人造纤维短
纤含量在85%以下，羊毛或动物细毛在36%及以上）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維織物、コームした羊毛
ま又は繊獣毛と混紡した、未漂白又は漂白したもの(羊毛ま
又は繊獣毛含有量≧36％、再生繊維又は半合成繊維の短
繊維含有量＜85％）

55163200

染色人纤短纤与精梳毛混纺机织物（人造纤维短纤含量
在85%以下，羊毛或动物细毛在36%及以上）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維織物、コームした羊毛
ま又は繊獣毛と混紡した、浸染したもの(羊毛ま又は繊獣毛
含有量≧36％、再生繊維又は半合成繊維の短繊維含有量
＜85％）

55163300

色织人纤短纤与精梳毛混纺机织物（人造纤维短纤含量
＜85%，羊毛或动物细毛36%及以上）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維織物、コームした羊毛
ま又は繊獣毛と混紡した、先染めしたもの(羊毛ま又は繊獣
毛含有量≧36％、再生繊維又は半合成繊維の短繊維含有
量＜85％）

55163400

印花人纤短纤与精梳毛混纺机织物（人造纤维短纤含量
＜85%，羊毛或动物细毛36%及以上）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維織物、コームした羊毛
ま又は繊獣毛と混紡した、なせんしたもの(羊毛ま又は繊獣
毛含有量≧36％、再生繊維又は半合成繊維の短繊維含有
量＜85％）

55164100

未漂白或漂白的人纤短纤府绸或细平布（人造纤维短纤
含量在85%以下，与棉混纺的）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維のポプリン又はブロー
ド、未漂白又は漂白したもの(再生繊維又は半合成繊維の
短繊維含有量＜85％、綿と混用）

55164200

与棉混染色人纤短纤府绸或细平布（混纺以人纤短纤为
主，但人造纤维短纤含量在85%以下）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維のポプリン又はブロー
ド、綿と混紡した、浸染したもの(混用繊維の大部分は再生
繊維又は半合成繊維の短繊維、但し再生繊維又は半合成
繊維の短繊維含有量＜85％）

55164300

与棉混人纤短纤色织兰色粗斜纹布（混纺以人纤短纤为
主，但人造纤维短纤含量在85%以下）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の藍染めデニム、綿と
混紡した、先染めしたもの(混用繊維の大部分は再生繊維
又は半合成繊維の短繊維、但し再生繊維又は半合成繊維
の短繊維含有量＜85％）

55164400

与棉混印花人纤短纤府绸或细平布（混纺以人纤短纤为
主，但人造纤维短纤含量在85%以下）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維のポプリン又はブロー
ド、綿と混紡した、なせんしたもの(混用繊維の大部分は再
生繊維又は半合成繊維の短繊維、但し再生繊維又は半合
成繊維の短繊維含有量＜85％）

55169100

未漂或漂白人纤短纤府绸或细平布（与其他纤维混纺，
人造纤维短纤含量在85%以下）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維のポプリン又はブロー
ド、未漂白又は漂白したもの(其の他の繊維と混用、再生繊
維又は半合成繊維の短繊維含有量＜85％）

55169200

染色人纤短纤府绸或细平布（与其他纤维混纺，人造纤
维短纤含量在85%以下）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維のポプリン又はブロー
ド、浸染したもの(其の他の繊維と混用、再生繊維又は半合
成繊維の短繊維含有量＜85％）

55169300

人纤短纤色织蓝粗斜纹布（与其他纤维混纺，人造纤维
短纤含量在85%以下）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の藍染めデニム、先染
めしたもの(其の他の繊維と混用、再生繊維又は半合成繊
維の短繊維含有量＜85％）

55169400

印花人造纤维短纤府绸或细平布（与其他纤维混纺，按
重量计人造纤维短纤含量在85%以下）

再生繊維又は半合成繊維の短繊維のポプリン又はブロー
ド、なせんしたもの(其の他の繊維と混用、再生繊維又は半
合成繊維の短繊維含有量＜85％）

5601

纺织材料絮胎及其制品；长度不超过5毫米的纺织纤维
（纤维屑）、纤维粉末及球结

紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが5ミ
リメートル以下の紡織用繊維（フロック）、紡織用繊維のダス
ト及びミルネップ

56011000

綿のウォッディング製の生理用のナプキン及びタンポン(乳
棉絮胎制卫生巾,止血塞等（包括婴儿尿布或尿布垫及类
児用のおむつ及びおむつ中敷その他これらに類する衛生
似卫生用品）
用品を含む）

56012210

化学纤维制的卷烟滤嘴

人造繊維製のタバコフィルター

56012290

化学纤维制的成匹絮胎

人造繊維製のウォッディング(反になるものに限る）

56012900

羊毛或动物细毛制絮胎及制品

羊毛又は繊獣毛製のウォッディング及ウォッディング製品

56013000

由两种或以上聚合物纺制的纤维（横截面为皮芯结构或
并列结构或海岛结构，长度不超过5mm）

2種類又はその以上の重合体から紡織した繊維(横断面は
皮の芯の構造、又は並列構造又は海島構造で、繊維の長
さ≦5ｍｍ）

5602

毡呢，不论是否浸渍、涂布、包覆或层压

フェルト（染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであ
るかないかを問わない）

56021000

毛制针刺机制毡呢及纤维缝编织（不论是否浸渍，涂
布，包覆或层压）

羊毛又は繊獣毛製の、ニードルルームフェルト及びステッチ
ボンディング方式により製造した織物類（染み込ませ、塗布
し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない）

羊毛及动物细毛制其他毡呢（未浸渍，涂布，包覆或层
压）
其他纺织材料制其他毡呢（未浸渍，涂布，包覆或层
压）

羊毛又は繊獣毛製の、其の他のフェルト（染み込ませ、塗布
し、被覆し又は積層していないものに限る）
其の他の紡織用繊維製の、其の他のフェルト（染み込ませ、
塗布し、被覆し又は積層していないものに限る）

56022100
56022900

化学纤维长丝制无纺织物（浸渍，涂布，包覆或层压，
每平米重量≤25克）
其他化学纤维长丝制无纺织物（每平米重量不超过25
克）

其の他の紡織用繊維製の、其の他のフェルト（積層したもの
に限る）
不織布（染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであ
るかないかを問わない）
不織布、人造繊維長糸製のもの（染み込ませ、塗布し、被
覆し又は積層したものに限る、1平米当重量≦25ｇ）
不織布、人造繊維長糸製其の他のもの（1平米当重量≦25
ｇ）

56031210

25克＜每平米≤70克浸渍长丝无纺布（浸渍包括涂布，
包覆或层压，长丝指化纤长丝）

人造繊維の長糸製不織布、25＜1平米当重量≦70ｇ、染み
込ませしたもの(塗布し、被覆し又は積層したものを含む）

56031290

25＜每平米≤70克其他长丝无纺布（长丝指化纤长丝）

人造繊維の長糸製不織布、25＜1平米当重量≦70ｇ、染み
込ませしたもの(塗布し、被覆し又は積層したものを含む）其
の他のもの

56031310

70克＜每平米≤150克浸渍长丝无纺（浸渍包括涂布，包 人造繊維の長糸製不織布、70＜1平米当重量≦150ｇ、染
み込ませしたもの(塗布し、被覆し又は積層したものを含む）
覆或层压，长丝指化纤长丝）

56031390

70克＜每平米≤150克其他长丝无纺（长丝指化纤长丝）

56029000

其他纺织材料制其他毡呢（层压）

5603

无纺织物，不论是否浸渍、涂布、包覆或层压

56031110
56031190

56031410
56031490
56039110
56039190

人造繊維の長糸製不織布、70＜1平米当重量≦150ｇ、其
の他のもの
每平米重超过150克经浸渍长丝无纺布（浸渍包括涂布、 人造繊維長糸製不織布、1平米当重量150ｇ以上、染み込ま
せしたもの(塗布し、被覆し又は積層したものを含む、）
包覆或压层；长丝指化纤长丝）
每平米重超过150克的其他长丝无纺布（长丝指化纤长
人造繊維長糸製不織布、1平米当重量150ｇ以上、其の他
のもの
丝）
每平米≤25克经浸渍其他无纺布（浸渍包括涂布，包覆 其の他の不織布、1平米当重量≦25ｇ、染み込ませしたもの
(塗布し、被覆し又は積層したものを含む）
或层压，长丝指化纤长丝）
其の他の不織布、1平米当重量≦25ｇのもの
每平米≤25克的其他无纺布

56039210

25克＜每平米≤70克浸渍其他无纺布（浸渍包括涂布，
包覆或层压）

其の他の不織布、25＜1平米当重量≦70ｇ、染み込ませし
たもの(塗布し、被覆し又は積層したものを含む）

56039290

25克＜每平米≤70克其他无纺布

其の他の不織布、25＜1平米当重量≦70ｇのもの

56039310
56039390

70克＜每平米≤150克浸渍其他无纺（浸渍包括涂布，包 其の他の不織布、70＜1平米当重量≦150ｇ、染み込ませし
たもの(塗布し、被覆し又は積層したものを含む）
覆或层压）
其の他の不織布、70＜1平米当重量≦150ｇのもの
70克＜每平米≤150克的其他无纺布

56039410

毛制铺地品衬底用物纺织物（浸渍，涂布，包覆或层
压，每平米重量＞150克）

床用敷物の芯地用不織布、羊毛又は繊獣毛製のもの(染み
込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものに限る、1平米当
重量＞150ｇ）

56039490

毛制铺地品衬底用无纺织物（每平米重量超过150克）

床用敷物の芯地用不織布、羊毛又は繊獣毛製のもの(1平
米当重量＞150ｇ）

5604

ゴム糸及びゴムひも（紡織用繊維で被覆したものに限る）、
用纺织材料包覆的橡胶线及绳；用橡胶或塑料浸渍 、涂
並びに紡織用繊維の糸及び第54･04項又は第54.05項のス
布 、包覆或套裹的纺织纱线及品目5404或5405的扁条及
トリップその他これに類する物品（ゴム又はプラスチックを染
类似品
み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る）

56041000

用纺织材料包覆的橡胶线及绳

ゴム糸及びゴムひも、紡織用繊維で被覆したもの

56049000

棉制纱线（用橡胶或塑料浸渍、涂布、包覆、套裹）

綿製の糸（ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は
被覆し、嵌め包んだものに限る）

5605

含金属纱线，不论是否螺旋花线，由纺织纱线或品目
5404或5405的扁条及类似品与金属线，扁条或粉末混合
制得或用金属包覆制得

金属を交えた糸（紡織用繊維の糸及び第54･04項又は第
54.05項のストリップその他これに類する物品で、糸状、スト
リップ状又は粉状の金属と結合したもの及び金属で被覆し
たものに限るものとし、ジンプヤーンであるかないかを問わ
ない）

56050000

金属涂层或层压化纤长丝等（扁条及类似品，非螺旋，
未加捻或捻度每米低于5转）

金属で塗装又は積層した人造繊維長糸等(ストリップ及これ
に類するものを含む、ジンプヤーンでないもの、撚っていな
い又は撚り数＜5回/ｍ）

5606

粗松螺旋花线，品目5404或5405的扁条及类似品制的螺
旋花线（品目5605的货品及马毛粗松螺旋花线除外）；
绳绒线（包括植绒绳绒线）；纵行起圈纱线

ジンプヤーン（第54･04項又は第54.05項のストリップその他
これに類する物品をしんに使用したものを含むものとし、第
56･05項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを
除く）、シェニールヤーン（フロックシェニールヤーンを含
む）、及びループウェールヤーン

56060000

绳绒线及粗松螺旋花线（包括纵行起圈纱线，但编号
5605的货品及马毛粗松线除外）

シェニールヤーン及ジンプヤーン(ループウェールヤーンを
含む、但し、第56･05項のもの及び馬毛をしん糸に使用した
ジンプヤーンを除く）

5607

线、绳、索、缆，不论是否编织或编结而成，也不论是
否用橡胶或塑料浸渍、涂布、包覆或套裹

ひも、綱及びケーブル（組んであるかないか又はゴム若しく
はプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したもの
であるかないかを問わない）

56072100

剑麻或其他龙舌兰纤维制包扎用绳（农机用，可编织或
编结，可用橡胶或塑料浸涂、包套）

結束用又は包装用のひも、サイザルその他のアゲーブ属の
紡織用繊維製のもの(農機用、組んであるもの、ゴム若しく
はプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したもの）

56072900

剑麻或龙舌兰纤维制其他线绳索缆（可编织或编结，可
用橡胶或塑料浸渍涂布、包覆、套裹）

其の他のひも、綱及ケーブル、サイザル又はアゲーブ属の
紡織用繊維製のもの(組んであるもの、ゴム若しくはプラス
チックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したもの）

56074100

宽的非裂膜扁条聚乙烯包扎用绳（可编织或编结，可用
橡胶或塑料浸渍涂布、包覆、套裹）

結合用又は包装用ひも、幅大き目、膜が裂いていないスト
リップ、ポリエチレン製のもの(組んであるもの、ゴム若しくは
プラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したもの）

56074900

宽非裂膜扁条聚乙烯其他线绳索缆（可编织或编结，可
用橡胶或塑料浸涂、包套，含聚丙烯制）

其の他のひも、綱及ケーブル、幅大き目、膜が裂いていな
いストリップ、ポリエチレン製のもの(組んであるもの、又はゴ
ム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆し
たもの。ポリプロピレン製のものを含む）

56075000

其他合纤制未编织或编织线绳索缆（可用橡胶或塑料浸
渍涂布、包覆、套裹）

其の他のひも、綱及ケーブル、其の他の合繊製の、組んで
いないもの(ゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し
若しくは被覆したもの）

56079010

ひも、綱及ケーブル、アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリ
蕉麻或硬质纤维制线,绳,索,缆（可编织或编结，可用橡
ス）其の他の硬質繊維製のもの(組んであるもの、ゴム若しく
胶或塑料浸渍涂布、包覆、套裹）
はプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したもの）

56079090

ひも、綱及ケーブル、大麻製のもの(組んであるもの、ゴム
大麻制线,绳,索,缆（可编织或编结，可用橡胶或塑料浸
若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆した
渍涂布、包覆、套裹）
もの）

5608

线、绳或索结制的网料；纺织材料制成的渔网及其他网

結び網地（ひも又は網から製造したものに限る）、及び魚網
その他の網（製品にしたもので、紡織用繊維製のものに限
る）

56081100

化纤材料制成手撒线拉的渔网

投網用の魚網、人造繊維製のもの

56081900

化纤材料制用拉线收口的诱饵包（罗网及篓状网除外）

紐引きで口収縮式罠用網、人造繊維製のもの(篩状及籠状
のものを除く）

56089000

毛、棉制的鱼网

魚網、羊毛又は獣毛、綿製のもの

5609

用纱线、品目5404或5405的扁条及类似品或线、绳、
索、缆制成的其他品目未列名物品

糸、第54・04項もしくは第54・05項のストリップその他これに
類する物品、ひも、綱又はケーブルの製品（他の項に該当
するものを除く）

56090000

用纱线,扁条,绳,索,缆制其他（扁条及类似品指品目
5404或5405的物品）

糸、ストリップ、ひも、綱、ケーブルの製品(ストリップその他
これに類する物品とは、第54・04項もしくは第54・05項のも
のを指す）

5701

结织栽绒地毯及纺织材料的其他结织栽绒铺地制品，不
论是否制成的

絨毯その他の紡織用繊維の床用敷物（結びパイルのもの
に限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わな
い）

羊毛或动物细毛制的结织栽绒地毯（包括羊毛或动物细
毛制的其他结织栽绒铺地制品）
化学纤维制的结织栽绒地毯（包括化学纤维制的结织栽
绒铺地制品）
丝制结织栽绒铺地制品（其他铺地制品，未簇绒或未植
绒，不论是否制成）
其他纺织材料制结织栽绒地毯（包括其他纺织材料制结
织栽绒铺地制品）

絨毯、結びパイルのもの、羊毛又は繊獣毛製のもの（羊毛
又は繊獣毛製のその他結びパイルの床用敷物を含む）
絨毯、結びパイルのもの、人造繊維製のもの（人造繊維製
のその他結びパイルの床用敷物を含む）
床用敷物、結びパイルのもの、絹製のもの（製品にしたもの
であるかないかを問わない）
絨毯、結びパイルのもの、その他の繊維製のもの（その他
の繊維製の床用敷物を含む）

5702

机织地毯及纺织材料的其他机织铺地制品，未簇绒或未
植绒，不论是否制成的，包括“开来姆”、“苏麦
克”、“卡拉马尼”及类似的手织地毯

絨毯その他の紡織用繊維の床用敷物（ケレムラグ、シュ
マックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷
物を含み、織物製のものに限るものとし、製品にしたもので
あるかないかを問わず、ダフトし又はフロック加工したものを
除く）

57021000

开来姆，苏麦克，卡拉马尼地毯（包括类似的手织地
毯）

ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグ絨毯（これらに類
する手織りの敷物を含む）

57022000

椰壳纤维制的铺地制品（未簇绒或未植绒，不论是否制
成的）

床用敷物、ココヤシ繊維（コイヤ）製のもの(ダフト又はフロッ
ク加工していないもの、製品にしたものであるかないかを問
わない）

57023100

未制成的羊毛起绒地毯及铺地制品（包括动物细毛制，
未簇绒或未植绒）

パイル絨毯及床用敷物、製品にしたものでない、羊毛製の
もの(繊獣毛製のものを含む、ダフト又はフロック加工してい
ないもの）

57023200

未制成的化纤起绒地毯及铺地制品（未簇绒或未植绒）

パイル絨毯及床用敷物、製品にしたものでない、人造繊維
製のもの(ダフト又はフロック加工していないもの）

57011000
57019010
57019020
57019090

57023900

其他纺织料其他未制成起绒铺地品（未簇绒或未植绒）

パイル床用敷物、製品にしたものでない、其の他紡織用繊
維製のもの(ダフト又はフロック加工していないもの）

57024100

制成的羊毛起绒地毯及铺地制品（包括动物细毛制，未
簇绒或未植绒）

パイル絨毯及床用敷物、製品にしたもの、羊毛製のもの(繊
獣毛製のものを含む、ダフト又はフロック加工していないも
の）

57024200

制成的化纤起绒地毯及铺地制品（未簇绒或未植绒）

57024900

其他纺织材料制成的起绒铺地制品

57025010

未制成羊毛非起绒地毯及铺地制品（包括动物细毛制，
未簇绒或未植绒）

パイルでない絨毯及床用敷物、製品にしていないもの、羊
毛製のもの(繊獣毛製のものを含む、ダフト又はフロック加
工していないもの）

57025020

未制成化纤非起绒地毯及铺地制品（未簇绒或未植绒）

パイルでない絨毯及床用敷物、製品にしていないもの、人
造繊維製のもの(ダフト又はフロック加工していないもの）

57025090

其他纺织材料制未制成非起绒铺地制品

パイルでない絨毯、製品にしていないもの、其の他の紡織
用繊維製のもの(床用敷物を含む、ダフト又はフロック加工
していないもの）

57029100

制成的毛制非起绒铺地制品（指羊毛或动物细毛）

パイルでない絨毯及床用敷物、其の他の、羊毛又は繊獣毛
製のもの、製品にしたものに限る(ダフト又はフロック加工し
ていないもの）

57029200

制成的化纤非起绒地毯及铺地制品（未簇绒或未植绒）

パイルでない絨毯及床用敷物、人造繊維製のもの、製品に
したものに限る(ダフト又はフロック加工していないもの）

57029900

制成的其他纺材制非起绒铺地制品

パイルでない絨毯及床用敷物、其の他の紡織用繊維製の
もの、製品にしたものに限る(ダフト又はフロック加工してい
ないもの）

5703

簇绒地毯及纺织材料的其他簇绒铺地制品，不论是否制
成的

絨毯その他の紡織用繊維の床用敷物（ダフトしたものに限
るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない）

57031000

羊毛簇绒地毯及其他簇绒铺地制品（包括动物细毛制，
不论是否制成）

ダフトした絨毯及其の他のダフトした床用敷物、羊毛製のも
の(繊獣毛製のものを含む、製品にしたものであるかないか
を問わない）

57032000

尼龙簇绒地毯及其他簇绒铺地制品（包括其他聚酰胺
制，不论是否制成）

ダフトした絨毯及其の他のダフトした床用敷物、ナイロン製
のもの(其の他のポリアミド製のものを含む、製品にしたもの
であるかないかを問わない）

57033000

化纤簇绒地毯及其他簇绒铺地制品（尼龙制的除外，不
论是否制成）

ダフトした絨毯及其の他のダフトした床用敷物、人造繊維製
のもの(ナイロン製のものを除く、製品にしたものであるかな
いかを問わない）

57039000

其他簇绒地毯及其他簇绒铺地制品（羊毛、化纤制除
外，不论是否制成）

ダフトした絨毯及其の他のダフトした床用敷物、其の他のも
の(羊毛製、人造繊維製のものを除く、製品にしたものであ
るかないかを問わない）

5704

毡呢地毯及纺织材料的其他毡呢铺地制品，未簇绒或未
植绒，不论是否制成的

絨毯その他の紡織用繊維の床用敷物（フェルト製のものに
限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフ
トし又はフロック加工したものを除く）

57041000

フェルト絨毯及床用敷物、羊毛又は獣毛製のもの(最大面
毡呢铺地制品最大面积≤0.3平方米（未簇绒或未植绒） 積≦0.3平米、ダフト又はフロック加工していないもの、製品
にしたものであるかないかを問わない）

57049000

毡呢铺地制品，最大面积>0.3平方米（未簇绒或未植
绒）

フェルト絨毯及床用敷物、其の他の紡織用繊維製のもの(ダ
フト又はフロック加工していないもの、製品にしていないも
の）

5705

其他地毯及纺织材料的其他铺地制品，不论是否制成的

絨毯その他の紡織用繊維の床用敷物（製品にしたものであ
るかないかを問わないものとし、この章の他の項に該当す
るものを除く）

57050010

羊毛制其他地毯及其他铺地制品（包括动物细毛，不论
是否制成）

其の他の絨毯及其の他の床用敷物、羊毛製のもの(繊獣毛
製のものを含む、製品にしたものであるかないかを問わな
い）

57050020

化纤制其他地毯及其他铺地制品（不论是否制成的）

其の他の絨毯及其の他の床用敷物、人造繊維製のもの(製
品にしたものであるかないかを問わない）

57050090

其他材料制其他地毯及铺地制品

其の他の絨毯及床用敷物、其の他の繊維製のもの

5801

起绒机织物及绳绒织物，但品目5802或5806的织物除外

58011000
58012100
58012200

毛制起绒机织物及绳绒织物 (品目58.02或58.06的织物
除外）
未漂白不割绒的棉制纬起绒织物 (品目58.02或58.06的
织物除外）
割绒的棉制灯芯绒 (品目58.02或58.06的织物除外）

パイル絨毯及床用敷物、製品にしたもの、人造繊維製のも
の(ダフト又はフロック加工していないもの）
パイル床用敷物、製品にしたもの、其の他紡織用繊維製の
もの(ダフト又はフロック加工していないもの）

パイル織物及びシェニール織物（第58.02項又は第58.06項
の織物類を除く）
パイル織物及びシェニール織物、羊毛又は繊獣毛製のもの
（第58.02項又は第58.06項の織物類を除く）
よこパイル織物、綿製、パイルを切ってない、未漂白のもの
（第58.02項又は第58.06項の織物類を除く）
コール天、綿製、パイルを切ったもの（第58.02項又は第
58.06項の織物類を除く）

58012300

未漂白其他棉制纬起绒织物 (品目58.02或58.06的织物
除外）

58012600

未漂白棉制绳绒织物 (品目58.02或58.06的织物除外）

58012710

棉制不割绒的经起绒织物(棱纹绸)

綿製縦パイル織物（畝織物）、パイルを切ってないもの

58012720

棉制割绒的经起绒织物

綿製縦パイル織物（畝織物）、パイルを切ったもの

58013100

不割绒的化纤制纬起绒织物 (品目58.02或58.06的织物
除外）

58013200

割绒的化纤制灯芯绒 (品目58.02或58.06的织物除外）

58013300

其他化纤纬起绒织物 (品目58.02或58.06的织物除外）

58013600

化纤绳绒织物 (品目58.02或58.06的织物除外）

58013710

化纤制不割绒经起绒织物(棱纹绸)

横パイル織物、人造繊維製、パイルを切っていないもの（第
58.02項又は第58.06項の織物類を除く）
コール天、人造繊維製、パイルを切ったもの（第58.02項又
は第58.06項の織物類を除く）
横パイル織物、人造繊維製、其の他のもの（第58.02項又は
第58.06項の織物類を除く）
シェニール織物、人造繊維製のもの（第58.02項又は第
58.06項の織物類を除く）
人造繊維製縦パイル織物（畝織物）、パイルを切ってないも
の

58013720

化纤制割绒的经起绒织物

人造繊維製縦パイル織物（畝織物）、パイルを切ったもの

丝及绢丝制起绒机织物及绳绒织物 (品目58.02或58.06
的织物除外）
亚麻和苎麻起绒机织物及绳绒织物 (品目58.02或58.06
的织物除外）

パイル織物及シェニール織物、絹糸及絹紡糸製のもの（第
58.02項又は第58.06項の織物類を除く）
パイル織物及シェニール織物、亜麻及ラミー製のもの（第
58.02項又は第58.06項の織物類を除く）

58019010
58019090
5802
58021100
58021900

よこパイル織物、綿製、其の他のもの、未漂白のもの（第
58.02項又は第58.06項の織物類を除く）
シェニール織物、綿製、未漂白のもの（第58.02項又は第
58.06項の織物類を除く）

毛巾织物及类似的毛圈机织物，但品目5806 的狭幅织物 テリータオル地その他のテリー織物（第58・06項の細幅織物
類を除く）、及びタフテッド織物類（第57.03項の物品を除く）
除外；簇绒织物，但品目5703的 产品除外
未漂棉毛巾织物及类似毛圈机织物（品目58.06的狭幅织
物除外）
其他棉毛巾织物及类似毛圈机织物（品目58.06的狭幅织
物除外）

テリータオル地その他のテリー織物、綿製、未漂白のもの
（第58・06項の細幅織物類を除く）
テリータオル地及その他のテリー織物、綿製、其の他のも
の（第58・06項の細幅織物類を除く）

58022010

丝及绢丝毛巾织物及类似毛圈织物（品目58.06的狭幅织 テリータオル地及その他のテリー織物、絹糸及絹紡糸製の
もの（第58・06項の細幅織物類を除く、絹含有量≧85％）
物除外，含丝85%以上）

58022011

丝及绢丝毛巾织物及类似毛圈织物（品目58.06的狭幅织 テリータオル地及その他のテリー織物、絹糸及絹紡糸製の
もの（第58・06項の細幅織物類を除く、絹含有量＜85％）
物除外，含丝85%以上）

58022020

羊毛等毛巾织物及类似毛圈机织物（指羊毛或动物细毛
制，品目58.06的狭幅织物除外）

58022030
58022090
58023010

化纤毛巾织物及类似毛圈机织物（品目58.06的狭幅织物
除外）
其他材料毛巾织物及类似毛圈织物（品目58.06的狭幅织
物除外）
丝及绢丝制簇绒织物（品目57.03的产品除外，含丝85%
以上）

テリータオル地及その他のテリー織物、羊毛など製のもの
（羊毛又は繊獣毛製のものを指す、第58・06項の細幅織物
類を除く）
テリータオル地及その他のテリー織物、人造繊維製のもの
（第58・06項の細幅織物類を除く）
テリータオル地及その他のテリー織物、、其の他の紡織用
繊維製のもの（第58・06項の細幅織物類を除く）
ダフトッド織物、絹糸及絹紡糸製のもの（第57.03項の物品を
除く、絹含有量≧85％）
ダフトッド織物、羊毛又は繊獣毛製のもの（第57.03項の物
品を除く）

58023020

羊毛或动物细毛制簇绒织物（品目57.03的产品除外）

58023030

麻制簇绒织物（品目57.03的产品除外）

58023040

化学纤维制簇绒织物（品目57.03的产品除外）

58023090

其他纺织材料制簇绒织物（品目57.03的产品除外）

5803

纱罗，但品目5806的狭幅织物除外

もじり織物（第58・06項の細幅織物類を除く）

58030010

棉制纱罗（品目58.06的狭幅织物除外）

もじり織物、綿製のもの（第58・06項の細幅織物類を除く）

58030020

丝及绢丝制纱罗（品目58.06的狭幅织物除外）

もじり織物、絹製のもの（第58・06項の細幅織物類を除く）

58030030

化学纤维制纱罗（品目58.06的狭幅织物除外）

もじり織物、化学繊維製（第58・06項の細幅織物類を除く）

58030090

其他纺织材料制纱罗（品目58.06的狭幅织物除外）

もじり織物、其の他の紡織用繊維製のもの（第58・06項の細
幅織物類を除く）

5804

チュールレースその他の網地（織ったもの及びメリヤス編み
网眼薄纱及其他网眼织物,但不包括机织物、针织物或钩
又はクロセ編みのものを除く）、及びレース（レース地及びモ
编织物;成卷、成条或成小块图案的花边，但品目6002至
チーフに限るものとし、第60.02項から60.06項までの編物を
6006的织物除外
除く）

58041010

チュールレース及その他の網地、絹及絹紡糸製のもの(絹
丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物（含丝85%以上，不包
含有量≧85％、織ったもの及びメリヤス編み又はクロセ編
括机织物，针织物或钩编织物）
みのものを除く）

ダフトッド織物、麻製のもの（第57.03項の物品を除く）
ダフトッド織物、人造繊維製のもの（第57.03項の物品を除
く）
ダフトッド織物、其の他の紡織用繊維製のもの（第57.03項
の物品を除く）

58041020
58041030
58041090
58042100
58042910

棉制网眼薄纱及其他网眼织物（不包括机织物，针织物
或钩编织物）
化纤制网眼薄纱及其他网眼织物（不包括机织物，针织
物或钩编织物）

チュールレース及その他の網地、綿製のもの(織ったもの及
びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く）
チュールレース及その他の網地、人造繊維製のもの(織った
もの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く）

其他材料网眼薄纱及其他网眼织物（不包括机织物，针
织物或钩编织物）

チュールレース及その他の網地、其の他の紡織用繊維製
のもの(織ったもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのもの
を除く）

化纤机制花边（成卷成条或成小块图案的，但品目60.02 機械製レース、人造繊維製のもの(レース地及びモチーフに
限るものとし、第60.02項の編物を除く）
的织物除外）
機械製レース、絹製のもの(絹及絹紡糸含有量≧85％、
丝及绢丝含量85%及以上机制花边（成卷成条或成小块图
レース地及びモチーフに限るものとし、第60.02項の編物を
案的，但品目60.02的织物除外）
除く）
棉机制花边（成卷成条或成小块图案的，但品目60.02的
织物除外）
其他纺织材料制机制花边（成卷成条或成小块图案的，
但品目60.02的织物除外）
丝含量达85%及以上制手工制花边（成卷成条或成小块图
案的，但品目60.02的织物除外）

機械製レース、綿製のもの(レース地及びモチーフに限るも
のとし、第60.02項の編物を除く）
機械製のレース、其の他の紡織用繊維製のもの(レース地
及びモチーフに限るものとし、第60.02項の編物を除く）
手製レース、絹製のもの(絹含有量≧85％、レース地及びモ
チーフに限るものとし、第60.02項の編物を除く）

5805

“哥白林”、“弗朗德”、“奥步生”、“波威”及类
似式样的手织装饰毯，以及手工针绣嵌花装饰毯（例
如，小针脚或十字绣），不论是否制成的

ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ
織り,其の他これらに類する手織りのつづれ織物及プチポワ
ン、クロスステッチ等を使用して手針によりつづれ織り風に
した織物(製品にしたものであるかないかを問わない）

58050010

毛非民间工艺针绣嵌花其他装饰毯（不论是否制成的）

プチポワン、クロスステッチ等を使用して手針によりつづれ
織り風にした織物、民間工芸でない、羊毛又は繊獣毛製の
もの(製品にしたものであるかないかを問わない）

58050090

毛制非民间工艺的手织装饰毯（包括“哥白林”、“弗
朗德”、“奥步生”、“波威”及类似样式的）

手織りのつづれ織物、民間工芸でない、羊毛又は繊獣毛製
のもの(ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、
ボーベ織り,其の他これらに類するもの）

58042920
58042990
58043000

5806
58061010

58061090
58062000
58063100
58063200
58063910
58063920
58063990
58064010
58064090
5807

狭幅机织物，但品目58.07的货品除外；用粘合剂粘合制 細幅織物（第58.07項の物品を除く）、及び接着剤により接着
したたて糸ののみから成る細幅織物類（ボルダック）
成的有经纱而无纬纱的狭幅织物（包扎匹头用带）
細幅パイル織物及シェニール織物、綿製のもの(細幅のテ
棉制狭幅起绒机织物及绳绒织物（包括狭幅毛巾织物及
リータオル地その他のテリー織物を含む、第58.07項の物品
类似毛圈织物，品目58.07的货品除外）
を除く）
細幅パイル織物及シェニール織物、絹製のもの(絹含有量
含丝≥85%狭幅起绒及绳绒等织物（包括狭幅毛巾织物及
≧85％、細幅のテリータオル地その他のテリー織物を含
类似毛圈织物，品目58.07的货品除外）
む、第58.07項の物品を除く）
含弹性纱线≥5%狭幅织物（包括含橡胶线，品目58.07的 細幅織物、弾性糸含有量≧5％のもの（ゴム糸を含む、第
58.07項の物品を除く）
货品除外）
其の他の細幅織物、綿製のもの（第58.07項の物品を除く）
棉制未列名狭幅机织物（品目58.07的货品除外）
化纤制用于打字机色带狭幅机织物（品目58.07的货品除
外）
含丝量≥85%制其他狭幅机织物（品目58.07的货品除
外）

タイプライタのテープ用の細幅織物、人造繊維製のもの（第
58.07項の物品を除く）
其の他の細幅織物、絹含有量≧85％の繊維製のもの（第
58.07項の物品を除く）
其の他の細幅織物、羊毛製のもの（第58.07項の物品を除
羊毛制其他狭幅机织物（品目58.07的货品除外）
く）
其の他の細幅織物、金属を交えた糸製のもの（第58.07項の
含金属纱线制其他狭幅机织物（品目58.07的货品除外）
物品を除く）
棉或麻粘合有经纱无纬纱狭幅织物（包括扎匹头用带， 細幅織物類、綿又は麻を接着した、たて糸のみから成るも
の（ボルダックを含む、第58.07項の物品を除く）
品目58.07的货品除外）
其他材料粘合有经无纬狭幅织物（包括扎匹头用带，品 細幅織物類、其の他の繊維を接着した、たて糸のみから成
るもの（ボルダックを含む、第58.07項の物品を除く）
目58.07的货品除外）
紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これに類する物
非绣制的纺织材料制标签、徽章及类似品，成匹、成条
品（反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大
或裁成一定形状或尺寸
きさに切ったものに限るとし、ししゅうしたものを除く）

58071000

棉制机织非绣制标签（成匹、成条或裁成一定形状或尺
寸）

織ったラベル、刺繍していない、綿製のもの(反物状又はス
トリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切ったものに
限る）

58079000

棉制非绣制的标签（成匹、成条或裁成一定形状或尺
寸）

ラベル、刺繍していない、綿製のもの(反物状又はストリップ
状のもの及び特定の形状又は大きさに切ったものに限る）

5808

成匹的编带；非绣制的成匹装饰带，但针织或钩编的除
外；流苏、绒球及类似品

組み紐及び装飾用トリミング（そのまま特定の用途に供しな
いものに限るものとし、装飾用トリミングに合っては、ししゅう
したもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く）、並
びにタッセル、ポンポンその他これらに類する製品

58081000

棉或化纤制成匹的编带

組み紐、綿又は人造繊維製のもの

58089000

棉或化纤制非绣制成匹装饰带（针织或钩编的除外）

装飾用トリミング、刺繍していない、綿又は人造繊維製のも
の(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く）

5809

金属糸又は第56.06項の金属を交えた糸の織物（衣類、室
其他品目未列名的金属线机织物及品目56.05所列含金属
内用品その他これらに類する物品に使用する種類のものに
纱线的机织物，用于衣着、装饰及类似用途
限るものとし、他の項に該当するものを除く）

58090010

金属线及含金属纱线与棉混制的布（用于衣着、装饰及
类似用途，布指机织物）

織物、金属糸又は金属を交えた糸と、綿と混紡したもの(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
ものに限る）

58090020

金属线及含金属纱与化纤混制布（用于衣着、装饰及类
似用途，布指机织物）

織物、金属糸又は金属を交えた糸と、人造繊維と混紡した
もの(衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する
種類のものに限る）

58090090

金属线与其他纤维混制的布（用于衣着、装饰及类似用
途，布指机织物）

織物、金属糸と其の他の繊維と混紡したもの(金属を交えた
糸を含む、衣類、室内用品その他これらに類する物品に使
用する種類のものに限る）

5810

成匹、成条或成小块图案的刺绣品

刺しゅう布（モチーフを含む）

58101000

不见底布的刺绣品（成匹、成条或成小块图案）

58109100

棉制见底布的刺绣品（成匹、成条或成小块图案）
化学纤维制不见底布刺绣标签（成匹、成条或成小块图
案）
羊毛或动物细毛制见底布刺绣品（成匹、成条或成小块
图案）

基布が見えぬ刺繍布(反物状又はストリップ状のもの、又は
モチーフに限る）
基布が見える刺繍布、綿製のもの(反物状又はストリップ状
のもの、又はモチーフに限る）
基布が見えない刺繍したラベル、人造繊維製のもの(反物
状又はストリップ状のもの、又はモチーフに限る）
基布が見える刺繍品、其の他の紡織用繊維製のもの(反物
状又はストリップ状のもの、又はモチーフに限る）

5811

用一层或几层纺织材料与胎料经绗缝或其他方法组合制
成的被褥状纺织品，但品目58.10的刺绣品除外

縫製その他の方法により紡織用繊維の1つ以上の層と詰め
物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品
（第58.10項の刺しゅう布を除く）

58110010

丝及绢丝制被褥状纺织品（经绗缝等法用一或几层织物
与胎料组合不含58.10刺绣品）

反物状のキルティングした物品、絹（絹のくずを含む）製のも
の(縫製その他の方法により紡織用繊維の1つ以上の層と
詰め物材料とを重ね合わせた物に限る、第58.10項の刺しゅ
う布を除く）

58110020

羊毛或动物细毛制被褥状纺织品（经绗缝等法用一或几
层织物与胎料组合不含58.10刺绣品）

反物状のキルティングした物品、羊毛又は繊獣毛製のもの
(縫製その他の方法により紡織用繊維の1つ以上の層と詰
め物材料とを重ね合わせた物に限る、第58.10項の刺しゅう
布を除く）

58110030

未漂或漂白棉制被褥状纺织品（经绗缝等法用一或几层
织物与胎料组合不含58.10刺绣品）

反物状のキルティングした物品、綿製のもの、未漂白又は
漂白したもの(縫製その他の方法により紡織用繊維の1つ以
上の層と詰め物材料とを重ね合わせた物に限る、第58.10
項の刺しゅう布を除く）

58110040

化学纤维制被褥状纺织品（经绗缝等法用一或几层织物
与胎料组合不含58.10刺绣品）

反物状のキルティングした物品、人造繊維製のもの(縫製そ
の他の方法により紡織用繊維の1つ以上の層と詰め物材料
とを重ね合わせた物に限る、第58.10項の刺しゅう布を除く）

58110090

其他纺织材料制被褥状纺织品（经绗缝等法用一或几层
织物与胎料组合不含58.10刺绣品）

反物状のキルティングした物品、其の他の紡織用繊維製の
もの(縫製その他の方法により紡織用繊維の1つ以上の層と
詰め物材料とを重ね合わせた物に限る、第58.10項の刺しゅ
う布を除く）

5901

用胶或淀粉物质涂布的纺织物，作书籍封面及类似用途
的；描图布；制成的油画布；作帽里的硬衬布及类似硬
挺纺织物

書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡績
用繊維の織物類でガム又はでん粉質の物質を塗布したも
の、トレーシングクロス、画用カンバス及びハットファンデー
ション用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の
織物類

59011010

綿織物、ガム又はでん粉質の物質を塗布したもの(書籍装
胶或淀粉涂布的棉纺织物（作书籍封面棉织物重≥50%，
丁用に供する、綿織物重量≧50％、漂白、浸染、なせん等
经漂染印花）
の処理をした物に限る）

59011020

胶或淀粉涂布的涤棉短纤混纺织品（书籍封面及类似用
途聚酯短纤棉混纺漂染织物＞50%）

ポリエステル短繊維/綿の混紡した織物、ガム又はでん粉
質の物質を塗布したもの(書籍装丁用その他これに類する
用途に供する。ポリエステル短繊維/綿混紡、漂白浸染なせ
ん等の処理をした織物の重量＞50％）

59011090

用胶或淀粉涂布的精梳毛纺织物（作书籍封面及类似用
途精梳羊毛或动物细毛织物不小于50%）

梳毛織物、ガム又はでん粉質の物質を塗布したもの(書籍
装丁用その他これに類する用途に供する。羊毛又は繊獣毛
の梳毛織物の重量≧50％）

59019010

精梳毛织物制油画布（精梳羊毛或动物细毛织物不小于
50%）

画用カンバス、梳毛織物製のもの(羊毛又は繊獣毛の梳毛
織物の重量≧50％）

58109200
58109900

59019091

棉制描图布。帽里硬衬布等（包括类似硬挺纺织物，棉
织物不小于50%,经漂染印花）

トレーシングクロス、ハットファンデーション用バックラム等、
綿製のもの(これに類する硬化紡織用繊維の織物類を含
む、綿織物の重量≧50％、漂白浸染なせん等の処理をした
物に限る）

59019092

聚酯短纤与棉混纺织物制描图布（含帽里硬衬类似硬挺
纺织物，织物不小于50%,经漂染印）

トレーシングクロス、ポリエステル短繊維/綿の混紡織物製
のもの(ハットファンデーション用バックラム、及これに類する
硬化紡織用繊維の織物類を含む、織物の重量≧50％、漂
白浸染なせん等の処理をした物に限る）

59019099

トレーシングクロス、ハットファンデーション用バックラム、梳
精梳毛纺织物制描图布,帽里硬衬（包括类似硬挺纺织物
毛織物製のもの(これに類する硬化紡織用繊維の織物類を
精梳羊毛或动物细毛织物≥50%）
含む、羊毛又は繊獣毛の梳毛織物の重量≧50％）

5902

尼龙或其他聚酰胺、聚酯或粘胶纤维高强力纱制的帘子
布

タイヤコードファブリック（ナイロンその他のポリアミド、ポオ
リエステル又はビスコースレーヨンの強力糸のものに限る）

59021010

聚酰胺-6(尼龙-6）制的帘子布

ポリアミド-6(ナイロン-6）製タイヤコードファブリック

59021020

聚酰胺-6，6(尼龙-6，6）制的帘子布

ポリアミド-6，6(ナイロン-6，6）製タイヤコードファブリック

59021090

其他聚酰胺制的帘子布

其の他のポリアミド製タイヤコードファブリック

59022000

聚酯高强力纱制的帘子布

タイヤコードファブリック、ポリエステル強力糸製のもの

59029000

粘胶纤维高强力纱制帘子布

タイヤコードファブリック、ビスコースレーヨン強力糸製のも
の

5903

紡織用繊維の織物（プラスチックを染み込ませ、塗布し、被
用塑料浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物，但品目59.02
覆し又は積層したものに限るものとし、第59・02項のものを
的货品除外
除く）

59031010

若干平行化纤纱线粘合绝缘布或带（聚氯乙烯浸渍涂
布、包覆或层压，塑料重≤60%）

絶縁布又は絶縁テープ、若干層で平行に並べた人造繊維
の糸を接着したもの(ポリ塩化ビニルを染み込ませ、塗布
し、被覆し又は積層した物に限る、プラスチック≦60％）

59031020

若干层平行纱线粘合的化纤人造革（用聚氯乙烯浸渍涂
布、包覆或层压，塑料占60%以下）

人造皮革、若干層で並行に並べた糸を接着した、人造繊維
製のもの(ポリ塩化ビニルを染み込ませ、塗布し、被覆し又
は積層したもので、プラスチック≦60％）

59031090

若干层平行纱线粘合化纤其他织物（用聚氯乙烯浸渍涂
布、包覆或层压，塑料占60%以下）

其の他の織物、若干層で並行に並べた糸を接着した、人造
繊維製のもの(ポリ塩化ビニルを染み込ませ、塗布し、被覆
し又は積層したものに限る、プラスチック≦60％）

59032010

若干平行纱线粘合化纤绝缘布或带（聚氨基甲酸酯浸渍
涂布、包覆或层压的。塑料占60%及以下）

絶縁布又は絶縁テープ、若干層で並行に並べた人造繊維
の糸を接着したもの(ポリウレタンを染み込ませ、塗布し、被
覆し又は積層した物に限る、プラスチック≦60％）

59032020

若干层平行纱线粘合化纤其他织物（包括用聚氨基甲酸
酯涂布、包覆或层压的，塑料≤60%）

其の他の織物、若干層で並行に並べた人造繊維の糸を接
着したもの(ポリウレタンを染み込ませ、塗布し、被覆し又は
積層した物に限る、プラスチック≦60％）

59032090

若干层平行纱线粘合化纤其他织物（聚氨基甲酸酯涂
布、包覆或层压的，塑料≤60%）

其の他の織物、若干層で並行に並べた人造繊維の糸を接
着したもの(ポリウレタンを染み込ませ、塗布し、被覆し又は
積層した物に限る、プラスチック≦60％）

59039010

若干平行化纤纱线粘合绝缘布或带（其他塑料浸渍涂
布、包覆或层压，塑料重≤60%）

絶縁布又は絶縁テープ、若干層で並行に並べた人造繊維
の糸を接着したもの(其の他のプラスチックを染み込ませ、
塗布し、被覆し又は積層した物に限る、プラスチック≦
60％）

59039020

由若干层平行纱线粘合化纤人造革（用其他塑料浸渍涂
布、包覆或层压，塑料重≤60%）

人造皮革、若干層で並行に並べた人造繊維の糸を接着し
たもの(其の他のプラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し
又は積層した物に限る、プラスチック≦60％）

59039090

若干层化纤平行纱线粘合其他织物（用其他塑料浸渍涂
布、包覆或层压，塑料重≤60%）

其の他の織物、若干層で並行に並べた人造繊維の糸を接
着したもの(其の他のプラスチックを染み込ませ、塗布し、被
覆し又は積層した物に限る、プラスチック≦60％）

5904

列诺伦（亚麻油地毡），不论是否剪切成形；以织物为
底布经涂布或覆面的铺地制品，不论是否剪切成形

リノリウム及び床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し、又
は被覆したもの（特定の形状に切ってあるかないかを問わ
ない）

59041000

列诺伦(亚麻油地毡)(不论是否剪切成形）

リノリウム（特定の形状に切ってあるかないかを問わない）

59049000

以纺织物为底涂布或覆面的铺地品（不论是否剪切成
型）

床用敷物、紡織用繊維の基布に塗布し、又は被覆したもの
（特定の形状に切ってあるかないかを問わない）

5905

糊墙织物

紡織用繊維の壁面被覆材

59050000

以纸衬背的合成短纤制糊墙织物

壁面被覆材、紙を裏打ちした、合成繊維短繊維製のもの

5906

用橡胶处理的纺织物，但品目5902的货品除外

59061010

用橡胶处理宽≤20cm纺织绝缘带（纺织物胶粘绝缘带）

ゴム加工をした紡織用繊維の織物類（第59.02項のものを除
く）
絶縁テープ、ゴム加工をした、幅≦20ｃｍの紡織用繊維製
のもの(紡織用繊維の織物の接着した絶縁テープ）

59061090

用橡胶处理宽≤20cm其他胶粘带（纺织物胶粘绝缘带）

接着絶縁テープ、ゴム加工をした、幅≦20ｃｍの其の他のも
の(紡織用繊維の織物の接着絶縁テープ）

59069100

橡胶处理的针织或钩编化纤纺织物（按重量计塑料或橡
胶不超过70%，宽＞20cm）

人造繊維織物、ゴム加工をした、メリヤス編み又はクロセ編
みのもの(重量で、プラスチック又はゴム≦70％、幅＞20ｃ
ｍ）

59069910

用橡胶处理的精梳毛纺绝缘布或带（非针织物或钩编，
精梳羊毛或动物细毛≥50%，宽＞20cm）

絶縁布又は絶縁テープ、ゴム加工をした、梳毛織物製のも
の(メリヤス編み又はクロセ編んだものでない、コームした羊
毛又は繊獣毛≧50％、幅＞20ｃｍ）

59069990

用橡胶处理的精梳毛纺织物（非针织物或钩编，精梳羊
毛或动物细毛≥50%，宽＞20cm）

梳毛織物、ゴム加工をしたもの(コームした羊毛又は繊獣毛
≧50％、メリヤス編み又はクロセ編んでいないもの、幅＞20
ｃｍ）

5907

用其他材料浸渍、涂布或包覆的纺织物；作舞台、摄影
布景或类似用途的已绘制画布

その他の紡織用繊維の織物類（染み込ませ、塗布し又は被
覆したものに限る）、及び劇場用またはスタジオ用背景幕そ
の他これに類する物品に使用する図案を描いた織物類

59070010

其他材料浸涂植物纤维绝缘布或带（用橡胶、塑料、浆
料以外材料浸渍涂布或包覆，棉除外）

絶縁布又は絶縁テープ、其の他の材料を染み込ませ、塗布
した、植物性繊維製のもの(ゴム、プラスチック、パルプでな
い材料を染み込ませ又は塗布し、被覆したものに限る、綿
製を除く）

59070020

其他材料浸涂植物纤维已绘制画布（用橡胶、塑料、浆
料以外材料浸渍涂布或包覆，棉除外）

図案を書いた織物、其の他の材料を染み込ませ、塗布し
た、植物性繊維製のもの(ゴム、プラスチック、パルプでない
材料を染み込ませ又は塗布し、被覆したものに限る、綿製
を除く）

59070090

用其他材料浸涂的植物纤维纺织物（用橡胶、塑料、浆
料以外材料浸渍涂布或包覆，棉除外）

植物性繊維製織物、其の他の材料を染み込ませ、塗布した
もの(ゴム、プラスチック、パルプでない材料を染み込ませ又
は塗布し、被覆したものに限る、綿製を除く）

5908

用纺织材料机织、编结或针织而成的灯芯、炉芯、打火
机芯、烛芯或类似品；煤气灯纱筒及纱罩，不论是否浸
渍

紡織用繊維製のしん（織り、組又は編んだものでランプ用、
ストーブ用、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用
途に供するものに限る）、並びに白熱ガスマントル及び白熱
ガスマントル用の管状編み物（染み込ませてあるかないか
を問わない）

59080000

ランプ用及ストーブ用芯等、並びに白熱ガスマントル及び白
灯芯,炉芯等和煤气灯纱筒及纱罩（包括打火机芯、烛芯 熱ガスマントル用の管状編み物(ライター用、ろうそく用その
他これらに類する用途に供するものを含む、紡織用繊維を
或类似品，用纺织材料机织、编结、针织）
織り、組又は編んだものに限る）

5909

纺织材料制的水龙软管及类似的管子，不论有无其他材
料作衬里、护套或附件

紡織用繊維製のホースその他これに類する管状の製品（他
の材料により内張りし又は補強したもの及びその他の材料
の附属品を有するものを含む）

59090000

纺织材料制水龙软管及类似管子（不论有无其他材料作
衬里，护套或附件）

紡織用繊維製のホースその他これに類する管状の製品（他
の材料により内張りし又は補強したもの及びその他の材料
の附属品を有するものを含む）

5910

纺织材料制的传动带或输送带及带料，不论是否用塑料
浸渍、涂布、包覆或压层，也不论是否用金属或其他材
料加强

伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング（紡織用繊
維製のものに限るものとし、金属その他の材料により補強し
てあるかないかを問わない）

59100000

纺织材料制的传动带或输送带（不论是否用塑料浸渍、
涂布、包覆、层压或用金属等加强）

伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング（紡織用繊
維製のものに限るものとし、金属その他の材料により補強し
てあるかないかを問わない）

5911

本章注释七所规定的作专门技术用途的纺织产品及制品

紡織用繊維の物品及び製品（技術的用途に供するもので、
この章の注7のものに限る）

59111010

浸胶的起绒狭幅织物（包括用橡胶、皮革等材料包覆、
层压的毡呢及类似织物）

細幅のパイル織物、ゴムを染み込ませたもの(ゴム、皮革な
どの材料を被覆し積層したフェルト及これに類する織物）

59111090

（包括用橡胶、皮革等材料包覆、层压的毡呢及类似织
物）

59112000

丝制筛布（不论是否制成）

細幅のパイル織物、其の他のもの(ゴム、皮革などの材料を
被覆し積層したフェルト及これに類する織物）
ふるい用の布、絹製のもの（製品にしたものであるかないか
を問わない）

59113100

紡織用繊維の織物類又はフェルト、軽目のエンドレス状又
轻的环状或有联接装置的布或毡呢（每平方米重量在650 は連結具を有するもの（重量が1平方メートルにつき650グラ
ム未満のもの、製紙機械その他これらに類する用途に供す
克及以下，用于造纸机器或类似机器）
る機械に使用する種類のものに限る）

59113200

紡織用繊維の織物類又はフェルト、重目のエンドレス状又
重的环状或有联接装置的布或毡呢（每平方米重量在650 は連結具を有するもの（重量が1平方メートルにつき650グラ
ム以上のもの、製紙機械その他これらに類する用途に供す
克及以上，用于造纸机器或类似机器）
る機械に使用する種類のものに限る）

59114000

用于榨油机器或类似机器的滤布（包括人发制滤布）

搾油機その他これに類する機械に使用する種類の濾過布
（人髪製のものを含む）

59119000

其他专门技术用途纺织产品及制品（注1）

其の他の技術的用途に供する紡織製品

6001

针织或钩编的起绒织物，包括“长毛绒”织物及毛圈织
物

60011000

毛制针织或钩编的长毛绒织物（羊毛及动物细毛制）

60012100

棉制针织或钩编的毛圈绒头织物

60012200

化纤制针织或钩编毛圈绒头织物

60012900

毛制针织或钩编毛圈绒头织物（羊毛及动物细毛制）

パイル織物（ロングパイル編物及びテリー織物を含むものと
し、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る）
ロングパイル編物、羊毛製又は繊獣毛製のもの、メリヤス
編み又はクロセ編みのもの
テリー織りのパイル織物、綿製の、メリヤス編み又はクロセ
編みのもの
テリー織りのパイル織物、人造繊維製の、メリヤス編み又は
クロセ編みのもの
テリー織りのパイル織物、羊毛製又は繊獣毛製のもの、メリ
ヤス編み又はクロセ編みのもの

60019100

棉制针织或钩编起绒织物

60019200

化纤制针织或钩编起绒织物

60019900
6002

60024010

パイル織物、綿製の、メリヤス編み又はクロセ編みのもの

パイル織物、人造繊維製の、メリヤス編み又はクロセ編み
のもの
丝制针织或钩编其他起绒织物（按重量计含丝及绢丝85% 其の他のパイル織物、絹製の、メリヤス編み又はクロセ編
みのもの(絹又は絹紡糸の含有量≧85％)
以上）
宽度不超过30厘米,按重量计弹性纱线或橡胶线含量在
メリヤス編物又はクロセ編物（幅が30センチメートルを超え
5％及以上的针织物或钩编织物，但品目60.01的货品除 ない、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5％及びそれ以
上のもの、但し第60.01項の品物を除く）
外
弾性メリヤス編物又はクロセ編物、綿製、幅≦30ｃｍのもの
棉制宽≤30cm弹性针织或钩编织物（按重量计弹性纱线
（弾性糸の重量が全重量の5％以上のもの、ゴム糸を含ま
含量在5%及以上且不含橡胶线）
ない）

60024020

丝及绢丝制宽≤30cm针织或钩编织（按重量计弹性纱线
含量在5%及以上且不含橡胶线）

メリヤス編物又はクロセ編物、絹糸及絹紡糸製の、幅≦30ｃ
ｍのもの（弾性糸の重量が全重量の5％以上のもの、ゴム
糸を含まない）

60024030

合成纤维制宽≤30cm针织或钩编织（按重量计弹性纱线
含量在5%及以上且不含橡胶线）

メリヤス編物又はクロセ編物、合成繊維製の、幅≦30ｃｍの
もの（弾性糸の重量が全重量の5％以上のもの、ゴム糸を
含まない）

60024040

人造纤维制宽≤30cm针织或钩编织（按重量计弹性纱线
含量在5%及以上且不含橡胶线）

メリヤス編物又はクロセ編物、再生繊維又は半合成繊維製
の、幅≦30ｃｍのもの（弾性糸の重量が全重量の5％以上
のもの、ゴム糸を含まない）

60024090

其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物（按重量计弹性纱线
含量在5%及以上且不含橡胶线）

メリヤス編物又はクロセ編物、其の他の紡織用繊維製の、
幅≦30ｃｍのもの（弾性糸の重量が全重量の5％以上のも
の、ゴム糸を含まない）

棉制宽≤30cm弹性针织或钩编织物（按重量计含弹性纱
线或橡胶线≥5%）
丝及绢丝宽≤30cm针织或钩编织物（按重量计含弹性纱
线或橡胶线≥5%）
合成纤维制宽≤30cm针织或钩编织（按重量计含弹性纱
线或橡胶线≥5%）

メリヤス編物又はクロセ編物、綿製の、幅≦30ｃｍのもの
（弾性糸又はゴム糸の含有量≧5％）
メリヤス編物又はクロセ編物、絹糸及絹紡糸製の、幅≦30ｃ
ｍのもの（弾性糸又はゴム糸の含有量≧5％）
メリヤス編物又はクロセ編物、合成繊維製の、幅≦30ｃｍの
もの（弾性糸又はゴム糸の含有量≧5％）

60029010
60029020
60029030

60029040

人造纤维制宽≤30cm针织或钩编织（按重量计含弹性纱
线或橡胶线≥5%）

メリヤス編物又はクロセ編物、再生繊維又は半合成繊維製
の、幅≦30ｃｍのもの（弾性糸又はゴム糸の含有量≧5％）

60029090

其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物（按重量计含弹性纱
线或橡胶线≥5%）

メリヤス編物又はクロセ編物、其の他の紡織用繊維製の、
幅≦30ｃｍのもの（弾性糸又はゴム糸の含有量≧5％）

宽度不超过30厘米的针织或钩编织物，但品目60.01或
60.02的货品除外

メリヤス編物又はクロセ編物（幅が30センチメートルを超え
ない、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5％及びそれ以
上のもの、但し第60.01項又は第60.02項の物を除く）

毛制宽≤30cm针织或钩编织物（按重量计弹性纱线或橡
胶线含量＜5%）
棉制宽≤30cm经编织物（按重量计弹性纱线或橡胶线含
量＜5%）
合纤制宽≤30cm经编织物（按重量计弹性纱线或橡胶线
含量＜5%）
人造纤维宽≤30cm经编织物（按重量计弹性纱线或橡胶
线含量＜5%）
其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物（按重量计弹性纱线
或橡胶线含量＜5%）

メリヤス編物又はクロセ編物、羊毛又は繊獣毛製、幅≦30ｃ
ｍのもの（弾性糸又はゴム糸の含有量＜5％）
たてメリヤス編物、綿製、幅≦30ｃｍのもの（弾性糸又はゴ
ム糸の含有量＜5％）
たてメリヤス編物、合成繊維製、幅≦30ｃｍのもの（弾性糸
又はゴム糸の含有量＜5％）
たてメリヤス編物、再生繊維又は半合成繊維製、幅≦30ｃ
ｍのもの（弾性糸又はゴム糸の含有量＜5％）
メリヤス編物又はクロセ編物、其の他の紡織用繊維製、幅
≦30ｃｍのもの（弾性糸又はゴム糸の含有量＜5％）

6003
60031000
60032000
60033000
60034000
60039000
6004

メリヤス編物又はクロセ編物（幅が30センチメートルを超え
宽度超过30厘米，按重量计弹性纱线或橡胶线含量在5％
た、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5％及びそれ以上
及以上的针织物或钩编织物，但品目60.01的货品除外
のもの、但し第60.01項の物を除く）

60041010

弾性メリヤス編物又はクロセ編物、綿製の、幅＞30ｃｍのも
棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物（按重量计弹性纱线含
の（弾性糸の重量が全重量の5％以上のもの、ゴム糸を含
量在5%及以上且不含橡胶线）
まない）

60041020

メリヤス編物又はクロセ編物、絹糸及絹紡糸製の、幅＞30ｃ
丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物（按重量计弹性纱线含
ｍのもの（弾性糸の重量が全重量の5％以上のもの、ゴム
量在5%及以上且不含橡胶线）
糸を含まない）

60041030

メリヤス編物又はクロセ編物、合成繊維製の、幅＞30ｃｍの
合成纤维制宽>30cm针织或钩编织（按重量计弹性纱线含
もの（弾性糸の重量が全重量の5％以上のもの、ゴム糸を
量在5%及以上且不含橡胶线）
含まない）

60041040

メリヤス編物又はクロセ編物、再生繊維又は半合成繊維製
人造纤维制宽>30cm针织或钩编织（按重量计弹性纱线含
の、幅＞30ｃｍのもの（弾性糸の重量が全重量の5％以上
量在5%及以上且不含橡胶线）
のもの、ゴム糸を含まない）

60041090

メリヤス編物又はクロセ編物、其の他の紡織用繊維製の、
其他纺材宽>30cm针织或钩编织物（按重量计弹性纱线含
幅＞30ｃｍのもの（弾性糸の重量が全重量の5％以上のも
量在5%及以上且不含橡胶线）
の、ゴム糸を含まない）

60049010
60049020
60049030

棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物（按重量计弹性纱线或
橡胶线含量≥5%）
丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物（按重量计弹性纱线或
橡胶线含量≥5%）
合成纤维制宽>30cm针织或钩编织（按重量计弹性纱线或
橡胶线含量≥5%）

メリヤス編物又はクロセ編物、綿製の、幅＞30ｃｍのもの
（弾性糸又はゴム糸の含有量≧5％）
メリヤス編物又はクロセ編物、絹糸及絹紡糸製の、幅＞30ｃ
ｍのもの（弾性糸又はゴム糸の含有量≧5％）
メリヤス編物又はクロセ編物、合成繊維製の、幅＞30ｃｍの
もの（弾性糸又はゴム糸の含有量≧5％）

60049040

人造纤维制宽>30cm针织或钩编织（按重量计弹性纱线或 メリヤス編物又はクロセ編物、再生繊維又は半合成繊維製
の、幅＞30ｃｍのもの（弾性糸又はゴム糸の含有量≧5％）
橡胶线含量≥5%）

60049090

其他纺材宽>30cm针织或钩编织物（按重量计弹性纱线或 メリヤス編物又はクロセ編物、其の他の紡織用繊維製の、
幅＞30ｃｍのもの（弾性糸又はゴム糸の含有量≧5％）
橡胶线含量≥5%）

6005

经编织物（包括由花边针织机织成的），但品目60.01至 たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含
むものとし、但し第60.01項から第60.04項までの物を除く）
60.04的货品除外
漂白或未漂白棉制经编织物（包括由花边针织机织成的
经编织物）
染色棉制经编织物（包括由花边针织机织成的经编织
物）
色织棉制经编织物（包括由花边针织机织成的经编织
物）
印花棉制经编织物（包括由花边针织机织成的经编织
物）

たてメリヤス編物、綿製の、未漂白又は漂白したもの(ガ
ルーンメリヤス機により編んだものを含む）
たてメリヤス編物、綿製の、、浸染したもの(ガルーンメリヤ
ス機により編んだものを含む）
たてメリヤス編物、綿製の、先染めしたもの(ガルーンメリヤ
ス機により編んだものを含む）
たてメリヤス編物、綿製の、、なせんしたもの(ガルーンメリ
ヤス機により編んだものを含む）

60053100

漂白或未漂白合成纤维制经编透孔织物（包括由花边针
织机织成的经编织物）

穴を開いた縦メリヤス編物、合成繊維製の、未漂白又は漂
白したもの(ガルーンメリヤス機により編んだものを含む）

60053101

漂白或未漂白合成纤维制经编非透孔织物（包括由花边
针织机织成的经编织物）

穴を開かないたてメリヤス編物、合成繊維製の、未漂白又
は漂白したもの(ガルーンメリヤス機により編んだものを含
む）

60052100
60052200
60052300
60052400

染色合成纤维制经编透孔织物（包括由花边针织机织成
的经编织物）
色织合成纤维制经编透孔织物（包括由花边针织机织成
的经编织物）
印花合成纤维制经编透孔织物（包括由花边针织机织成
的经编织物）

穴を開いたたてメリヤス編物、合成繊維製の、浸染したもの
(ガルーンメリヤス機により編んだものを含む）
穴を開いた縦メリヤス編物、合成繊維製の、先染めしたもの
(ガルーンメリヤス機により編んだものを含む）
穴を開いたたてメリヤス編物、合成繊維製の、なせんしたも
の(ガルーンメリヤス機により編んだものを含む）

60054100

漂白或未漂白人造纤维制经编透孔织物（包括由花边针
织机织成的经编织物）

穴を開いたたてメリヤス編物、再生繊維又は半合成繊維製
の、未漂白又は漂白したもの(ガルーンメリヤス機により編
んだものを含む）

60054200

染色人造纤维制经编透孔织物（包括由花边针织机织成
的经编织物）

穴を開いたたてメリヤス編物、再生繊維又は半合成繊維製
の、浸染したもの(ガルーンメリヤス機により編んだものを含
む）

60054300

色织人造纤维制经编透孔织物（包括由花边针织机织成
的经编织物）

穴を開いたたてメリヤス編物、再生繊維又は半合成繊維製
の、先染めしたもの(ガルーンメリヤス機により編んだものを
含む）

60054400

印花人造纤维制经编透孔织物（包括由花边针织机织成
的经编织物）

穴を開いたたてメリヤス編物、再生繊維又は半合成繊維製
の、なせんしたもの(ガルーンメリヤス機により編んだものを
含む）

羊毛或动物细毛制经编织物（包括由花边针织机织成的
经编织物）
其他纺材制经编非透孔织物（包括由花边针织机织成的
经编织物）

羊毛或いは繊獣毛製のメリヤス織物(ガルーンメリヤス機に
より編んだものを含む）
穴を開かないたてメリヤス編物、其の他の紡織用繊維製の
もの(ガルーンメリヤス機により編んだものを含む）

6006

其他针织或钩编织物

其の他のメリヤス編物及クロセ編物

60061000

毛制其他针织或钩编织物（羊毛或动物细毛制）

60062100

棉制其他漂或未漂针织或钩编织物（漂白或未漂白）

60062200

棉制其他染色针织或钩编织物

60062300

棉制其他色织针织或钩编织物

60062400

棉制其他印花针织或钩编织物

60063100

合成纤维制其他针织或钩编织物（漂白或未漂白）

60063200

合成纤维其他染色针织或钩编织物（染色）

60063300

合成纤维其他色织针织或钩编织物（色织）

60063400

合成纤维制其他针织或钩编织物（印花）

60064100

人造纤维制其他针织或钩编织物（漂白或未漂白）

60064200

人造纤维制其他针织或钩编织物（染色）

60064300

人造纤维制其他针织或钩编织物（色织）

60064400

人造纤维制其他针织或钩编织物（印花）

60069000

丝及绢丝制其他针织或钩编织物（按重量计含丝及绢丝
85%及以上）

其の他のメリヤス編物又はクロセ編物、絹糸及絹紡糸製の
もの（絹糸及絹紡糸の重量が全重量の85％及その以上の
もの）

6101

针织或钩编的男式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风
帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上
衣及类似品，但品目61.03的货品除外

女子用オーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノ
ラック（スキージャケットを含む）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（メリヤス編み又はクロ
セ編みのものに限るものとし、第61.03項のものを除く）

61012000

棉制针织或钩编男式大衣（包括短大衣、斗篷短斗篷及
类似品，雨衣除外）

男子用オーバーコート、綿製、メリヤス編み又はクロセ編み
のもの(カーコート、ケーブ、クローク及ぶこれに類するもの
を含む、レインコートを除く）

61013000

男子用オーバーコート等、人造繊維製、メリヤス編み又はク
化纤制针织或钩编男式大衣等（含毛≥23%包括短上衣斗 ロセ編みのもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％、カー
コート、ケーブ、クローク及ぶこれに類するものを含む、レイ
篷短斗篷及类似品，雨衣除外）
ンコートを除く）

60053200
60053300
60053400

60059010
60059090

其の他のメリヤス編物及クロセ編物、羊毛製又は繊獣毛製
のもの
其の他のメリヤス編物及クロセ編物、綿製の、未漂白又は
漂白したもの
其の他のメリヤス編物及クロセ編物、綿製の、浸染したもの
其の他のメリヤス編物及クロセ編物、綿製の、先染めしたも
の
其の他のメリヤス編物及クロセ編物、綿製の、なせんしたも
の
其の他のメリヤス編物及クロセ編物、合成繊維製の、未漂
白又は漂白したもの
其の他のメリヤス編物及クロセ編物、合成繊維製の、浸染
したもの
其の他のメリヤス編物及クロセ編物、合成繊維製の、先染
めしたもの
其の他のメリヤス編物及クロセ編物、合成繊維製の、なせ
んしたもの
其の他のメリヤス編物及クロセ編物、再生繊維又は半合成
繊維製の、未漂白又は漂白したもの
其の他のメリヤス編物及クロセ編物、再生繊維又は半合成
繊維製の、浸染したもの
其の他のメリヤス編物及クロセ編物、再生繊維又は半合成
繊維製の、先染めしたもの
其の他のメリヤス編物及クロセ編物、再生繊維又は半合成
繊維製の、なせんしたもの

61019010

毛制针织或钩编非手工制男式防风衣（含防寒短上衣、
防风短上衣及类似品）

男子用ウインドチーター、非手工製、メリヤス編み又はクロ
セ編みの毛製もの(アノラック、ウインドジャケット及ぶこれに
類するものを含む）

61019090

其他纺织材料制男大衣、斗篷、防风衣等（含防寒短上
衣、防风短上衣、短大衣、短斗篷及类似品）

男子用ウインドチーター、ケーブ、ウインドチーター等、其の
他の紡織用繊維製(アノラック、ウインドジャケット、カーコー
ト、クローク及ぶこれに類するものを含む）

6102

针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风
帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上
衣及类似品，但品目61.04的货品除外

女子用オーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノ
ラック（スキージャケットを含む）、ウインドチーター、ウインド
ジャケットその他これらに類する製品（、メリヤス編み又はク
ロセ編みのものに限るものとし、第61.04項のものを除く）

61021000

毛制针织或钩编女式大衣等（包括短大衣、斗篷短斗篷
及类似品，雨衣除外）

女子用オーバーコート、羊毛又は繊獣毛製、メリヤス編み
又はクロセ編みのもの(カーコート、ケーブ、クローク及ぶこ
れに類するものを含む、レインコートを除く）

61022000

棉制针织或钩编女式大衣（包括短大衣、斗篷短斗篷及
类似品，雨衣除外）

女子用オーバーコート、綿製、メリヤス編み又はクロセ編み
のもの(カーコート、ケーブ、クローク及ぶこれに類するもの
を含む、レインコートを除く）

61023000

女子用オーバーコート等、人造繊維製、メリヤス編み又はク
化纤制针织或钩编女式大衣等（含毛≥23%，含短大衣、 ロセ編みのもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％、カー
コート、ケーブ、クローク及ぶこれに類するものを含む、レイ
斗篷短斗篷及类似品，雨衣除外）
ンコートを除く）

61029000

女子用オーバーコート等、絹及絹紡糸製、メリヤス編み又
丝及绢丝制针织或钩编女式大衣等（含丝≥70%，包括短 はクロセ編みのもの(絹の含有量≧70％、カーコート、ケー
ブ、クローク及ぶこれに類するものを含む、レインコートを除
大衣、斗篷短斗篷及类似品，雨衣除外）
く）

6103

针织或钩编的男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、
护胸背带工装裤、马裤及短裤（游泳裤除外）

男子用スーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボ
ン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（水着を除く）（メリ
ヤス編み又はクロセ編みのものに限る）

61031010

毛制针织或钩编男西服套装

男子用スーツ、毛製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの

61031020

合成纤维制针织或钩编男西服套装（含羊毛或动物细毛
23%及以上）

男子用スーツ、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ編み
のもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％）

61031090

人造纤维针织或钩编男式西服套装（含羊毛或动物细毛
23%及以上）

男子用スーツ、再生繊維又は半合成繊維製、メリヤス編み
又はクロセ編みのもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％）

61032200

棉制针织或钩编男式便服套装

61032300
61032910
61032990
61033100
61033200
61033300

男子用アンサンブル、綿製、メリヤス編み又はクロセ編みの
もの
合成纤维制针织或钩编男便服套装（含羊毛或动物细毛 男子用アンサンブル、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ
編みのもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％）
23%及以上）
男子用アンサンブル、毛製、メリヤス編み又はクロセ編みの
毛制针织或钩编男式便服套装
もの
丝或绢丝制针织或钩编男便服套装（含丝或绢丝70%及以 男子用アンサンブル、絹又は絹紡糸製メリヤス編み又はク
ロセ編みのもの(絹の含有量≧70％）
上）
男子用ジャケット及ブレーザー、羊毛製又は繊獣毛製、メリ
毛制针织或钩编男式上衣
ヤス編み又はクロセ編みのもの
男子用ジャケット及ブレーザー、綿製、メリヤス編み又はク
棉制针织或钩编男式上衣
ロセ編みのもの
合成纤维制针织或钩编男式上衣（含羊毛或动物细毛23% 男子用ジャケット及ブレーザー、合成繊維製、メリヤス編み
又はクロセ編みのもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％）
及以上）

合纤针织或钩编护胸背带男工装裤（含羊毛或动物细毛
23%及以上）
丝制男式护胸背带工装裤（针织或钩编，丝及绢丝含量
在70%及以上）

男子用ジャケット及ブレーザー、再生繊維又は半合成繊維
製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの
男子用胸当てズボン、羊毛製又は繊獣毛製、メリヤス編み
又はクロセ編みのもの
男子用胸当てズボン、綿製、メリヤス編み又はクロセ編みの
もの(保温に使うものに限る）
男子用胸当てズボン、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ
編みのもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％）
男子用胸当てズボン、絹製、メリヤス編み又はクロセ編みの
もの(絹の含有量≧70％）

6104

针织或钩编的女式西服套装、便服套装、上衣、连衣
裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤
（游泳服除外）

女子用スーツ、アンサンブル、ジャケット、ドレス、スカート、
キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及び
ショーツ（水着を除く）（メリヤス編み又はクロセ編みのもの
に限る）

61041300

合成纤维制针织或钩编女西服套装（含羊毛或动物细毛
23%及以上）

女子用スーツ、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ編み
のもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％)

61041910

毛制针织或钩编女式西服套装

女子用スーツ、毛製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの

61041920

含裤子的棉针织或钩编女式西服套装

61033900

人造纤维制针织或钩编男式上衣

61034100

毛制针织或钩编护胸背带男工装裤（羊毛或动物细毛
制）

61034200

棉制针织或钩编护胸背带男工装裤（保暖）

61034300
61034900

61041990
61042200
61042300
61042910

ズボンを含む女子用スーツ、綿製、メリヤス編み又はクロセ
編みのもの
含裤子的其他材料制针织或钩编女式西服套装（棉限
ズボンを含む女子用スーツ、その他の紡織用繊維製、メリ
ヤス編み又はクロセ編みのもの（綿製に限る）
内）
女子用アンサンブル、綿製、メリヤス編みのシャツ、セー
含针织衬衫或毛衫或裤子棉制针织或钩编女式便服套装
ター、ズボン、又はクロセ編みのもの
合纤制针织或钩编女便服套装（含羊毛或动物细毛23%及 女子用アンサンブル、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ
編みのもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％)
以上）
女子用アンサンブル、毛製、メリヤス編み又はクロセ編みの
毛制针织或钩编女式便服套装
もの

61042990

含针织衬衫或毛衫或裤子的人造纤维制其他女便服套装
（针织或编织）

其の他の女子用アンサンブル、再生繊維又は半合成繊維
製、メリヤス編みのシャツ又はセーター又はズボンを含む
（メリヤス編み又は編み物）

61043100

毛制钩编女式上衣

女子用ジャケット及ブレザー、羊毛製又は繊獣毛製、クロセ
編みのもの

61043200

棉制钩编女式上衣

女子用ジャケット及ブレザー、綿製、クロセ編みのもの

61043300

合成纤维制钩编女上衣（含羊毛或动物细毛23%及以上）

61043900

丝及绢丝制钩编女上衣（含丝70%及以上）

61044100

毛制针织或钩编连衣裙

61044200

棉制针织或钩编连衣裙

女子用ドレス、綿製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの

合纤制针织或钩编连衣裙（含羊毛或动物细毛23%及以
上）
人纤制针织或钩编连衣裙（含羊毛或动物细毛23%及以
上）

女子用ドレス、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ編みの
もの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％)
女子用ドレス、再生繊維又は半合成繊維製、メリヤス編み
又はクロセ編みのもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％)
女子用ドレス、絹又は絹紡糸製、メリヤス編み又はクロセ編
みのもの(絹の含有量≧70％）
女子用スカート及キュロットスカート、羊毛製又は繊獣毛
製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの
女子用スカート及キュロットスカート、綿製、メリヤス編み又
はクロセ編みのもの

61044300
61044400

女子用ジャケット及ブレザー、合成繊維製、クロセ編みのも
の(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％)
女子用ジャケット及ブレザー、絹又は絹紡糸製、クロセ編み
のもの(絹の含有量≧70％）
女子用ドレス、羊毛製又は繊獣毛製、メリヤス編み又はクロ
セ編みのもの

61044900

丝及绢丝制针织或钩编连衣裙（含丝70%及以上）

61045100

毛制针织或钩编裙子及裙裤

61045200

棉制针织裙子及裙裤

61045300

女子用スカート及キュロットスカート、合成繊維製、メリヤス
合纤制针织或钩编裙子及裙裤（含羊毛或动物细毛23%及
編み又はクロセ編みのもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧
以上）
23％)

61045900

丝及绢丝制针织或钩编裙子及裙裤（含丝70%及以上）

61046100

毛制针织或钩编女护胸背带工装裤

61046200
61046300
61046900

棉制针织或钩编护胸背带女工装裤（保暖护胸背带工装
裤）
合成纤维制护胸背带女工装裤（针织或钩编，包括女童
护胸背带工装裤）
丝及绢丝制针织或钩编女工装裤（含丝70%及以上）

女子用スカート及キュロットスカー、絹又は絹紡糸製、メリヤ
ス編み又はクロセ編みのものト(絹の含有量≧70％）
女子用胸当てズボン、羊毛製又は繊獣毛製、メリヤス編み
又はクロセ編みのもの
女子用胸当てズボン、綿製、メリヤス編み又はクロセ編みの
もの(保温に使うものに限る）
女子用胸当てズボン、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ
編みのもの(女子児童用のものを含む）
女子用胸当てズボン、絹又は絹紡糸製、メリヤス編み又は
クロセ編みのもの(絹の含有量≧70％）

6105

针织或钩编的男衬衫

男子用のシャツ（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限
る）

61051000

棉制针织或钩编男童游戏套装衬衫（不带缝制领，指男
童8-18号）

男子児童の遊戯用スーツシャツ、綿製、メリヤス編み又はク
ロセ編みのもの(縫製襟ついていないものに限る、男子児童
用8-18号のものを指す）

61052000

男子用シャツ、人造繊維製、メリヤス編み又はクロセ編みの
化纤制针织或钩编男衬衫（含羊毛23%及以上，不带缝制
もの(縫製襟付いていないものに限る、羊毛又は繊獣毛の
领，包括男童8-18号）
含有量≧23％、男子児童用の8-18号のものを含む)

61059000

男子用シャツ、絹又は絹紡糸製、メリヤス編み又はクロセ編
丝及绢丝制针织或钩编男衬衫（含丝70%及以上，不带特
みのもの(絹の含有量≧70％、特製襟ついていないものに
制领，包括男童8-18号）
限る、男子児童用8-18号のものを含む）

6106

针织或钩编的女衬衫

61061000

棉制针织或钩编女童游戏套装衬衫

61062000

化纤制针织或钩编女衬衫（含羊毛23%及以上）

其の他の女子用ブラウス、シャツ及びシャツブラウス、人造
繊維製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの(羊毛又は繊獣
毛の含有量≧23％）

61069000

丝及绢丝制针织或钩编女衬衫（含丝70%及以上）

女子用ブラウス、シャツ及びシャツブラウス、絹製又は絹紡
糸製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの(絹の含有量≧
70％）

6107

针织或钩编的男式内裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴
衣、晨衣及类似品

男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャ
マ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製
品（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る）

61071100

棉制针织或钩编男内裤及三角裤

61071200

化纤制针织或钩编男内裤及三角裤

61071910

丝及绢丝制男内裤及三角裤（含丝70%及以上，针织或钩 男子用のパンツ、ズボン下及ブリーフ、絹製又は絹紡糸製、
メリヤス編み又はクロセ編みのもの(絹の含有量≧70％）
编）

61071990

羊毛或动物细毛制男内裤及三角裤（针织或钩编）

61072100
61072200
61072910
61072990
61079100
61079910

女子用ブラウス、シャツ及びシャツブラウス（メリヤス編み又
はクロセ編みのものに限る）
女子児童の遊戯用スーツのブラウス、シャツ及びシャツブラ
ウス、綿製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの

男子用のパンツ、ズボン下及ブリーフ、綿製、メリヤス編み
又はクロセ編みのもの
男子用のパンツ、ズボン下及ブリーフ、人造繊維製、メリヤ
ス編み又はクロセ編みのもの

男子用のパンツ、ズボン下及ブリーフ、羊毛製又は繊獣毛
製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの
男子用のナイトシャツ及パジャマ、綿製、メリヤス編み又は
棉制针织或钩编男长睡衣及睡衣裤
クロセ編みのもの
男子用のナイトシャツ及パジャマ、人造繊維製、メリヤス編
化纤制针织或钩编男睡衣裤（包括长睡衣）
み又はクロセ編みのもの
丝及绢丝制针织或钩编男睡衣裤（含丝70%及以上，包括 男子用のナイトシャツ及パジャマ、絹製又は絹紡糸製、メリ
ヤス編み又はクロセ編みのもの(絹の含有量≧70％）
长睡衣）
男子用のナイトシャツ及パジャマ、其の他の紡織用繊維製、
其他纺材制针织或钩编男睡衣裤（包括长睡衣）
メリヤス編み又はクロセ編みのもの
其の他の男子用パジャマ、綿製、メリヤス編み又はクロセ編
棉制针织或钩编其他睡衣裤
みのもの
其の他の男子用パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウン、
化纤制其他男睡衣裤、浴衣、晨衣等（包括类似品）
人造繊維製（これらに類する製品を含む）

61079990

其他纺织材料制其他男睡衣裤、浴衣、晨衣等（包括类
似品、针织或钩编）

其の他の男子用パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウン、
その他の紡織用繊維製（これらに類する製品、メリヤス編み
又はクロセ編みのものを含む）

6108

针织或钩编的女式长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡
衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品

女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトド
レス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウン
その他これらに類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みの
ものに限る）

61081100

化纤制针织或钩编长衬裙及衬裙

61081910
61081920
61081990
61082100
61082200

女子用のスリップ及ペティコート、人造繊維製、メリヤス編み
又はクロセ編みのもの
女子用のスリップ及ペティコート、綿製、メリヤス編み又はク
棉制针织或钩编女式长衬裙及衬裙
ロセ編みのもの
丝及绢丝制女式长衬裙及衬裙（针织或钩编，含丝70%及 女子用のスリップ及ペティコート、絹製又は絹紡糸製、メリ
ヤス編み又はクロセ編みのもの(絹の含有量≧70％）
以上）
其の他の女子用のスリップ及ペティコート、其の他の紡織用
其他纺织材料制女式长衬裙及衬裙（针织或钩编）
繊維製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの
女子用のブリーフ及パンティ、綿製、メリヤス編み又はクロ
棉制针织或钩编女三角裤及短衬裤
セ編みのもの
女子用のブリーフ及パンティ、人造繊維製、メリヤス編み又
化纤制一次性女三角裤及短衬裤（针织或钩编）
はクロセ編みのもの(使い捨てのものに限る）

61082910
61082990
61083100
61083200
61083910
61083990
61089100
61089200

丝及绢丝制女三角裤及短衬裤（针织或钩编，含丝70%及 女子用のブリーフ及パンティ、絹製又は絹紡糸製、メリヤス
編み又はクロセ編みのもの(絹の含有量≧70％）
以上）
女子用のブリーフ及パンティ、羊毛製又は繊獣毛製、メリヤ
羊毛制针织钩编女三角裤及短衬裤（针织或钩编）
ス編み又はクロセ編みのもの
女子用のナイトドレス及パジャマ、綿製、メリヤス編み又は
棉制针织或钩编女睡衣及睡衣裤
クロセ編みのもの
女子用のナイトドレス及パジャマ、人造繊維製、メリヤス編
化纤制针织或钩编女睡衣及睡衣裤
み又はクロセ編みのもの
丝及绢丝制女睡衣及睡衣裤（针织或钩编，含丝70%及以 女子用のナイトドレス及パジャマ、絹製又は絹紡糸製、メリ
ヤス編み又はクロセ編みのもの(絹の含有量≧70％）
上）
女子用のナイトドレス及パジャマ、羊毛製又は繊獣毛製、メ
羊毛或动物细毛制女睡衣及睡衣裤（针织或钩编）
リヤス編み又はクロセ編みのもの
女子用のパンティ及肌シャツ、綿製、メリヤス編み又はクロ
棉制针织或钩编女内裤，内衣
セ編みのもの
女子用のパンティ及肌シャツ、人造繊維製、メリヤス編み又
化纤制针织或钩编女内裤，内衣
はクロセ編みのもの
女子用のネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他
これらに類する製品、絹製又は絹紡糸製、メリヤス編み又
はクロセ編みのもの(絹の含有量≧70％）

61089900

丝及绢丝制制女浴衣、晨衣（针织或钩编，包括类似
品，含丝70%及以上）

6109

针织或钩编的Ｔ恤衫、汗衫及其他背心

61091000

棉制针织或钩编T恤衫、汗衫等（内衣式，包括其他背
心）

Ｔシャツ、シングレットその他これらに類する肌着（メリヤス編
み又はクロセ編みのものに限る）
Ｔシャツ、シングレット等、綿製、メリヤス編み又はクロセ編
みのもの(肌着用に限る、其の他のベストを含む）

61099010

丝及绢丝针织钩编T恤衫汗衫背心（内衣式，含丝≥
70%）

女子用のＴシャツ、シングレット及肌着ベスト、絹製又は絹
紡糸製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの(肌着用に限
る、絹の含有量≧70％）

61099090

毛制针织或钩编T恤衫、汗衫等（内衣式，长袖衫）

Ｔシャツ、シングレット等、羊毛製又は繊獣毛製、メリヤス編
み又はクロセ編みのもの(肌着用、長袖に限る）

6110

针织或钩编的套头衫、开襟衫、外穿背心及类似品

ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これ
らに類する製品（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限
る）

61101100

羊毛制手工针织或钩编起绒外穿背心

パイルのベスト、羊毛製、手製、メリヤス編み又はクロセ編
みのもの

61101200

喀什米山羊细毛手工起绒男套头衫（针织或钩编，包括
开襟衫，外穿背心及类似品）

手製パイルの男子用ジャージー、プルオーバー、カーディガ
ン、ベストその他これらに類する製品、カシミヤやぎの繊毛
製、手工メリヤス編み又はクロセ編みのもの

61101910

其他山羊细毛手工起绒男套头衫（针织或钩编，包括开
襟衫，背心及类似品）

手製パイルの男子用ジャージー、プルオーバー、カーディガ
ン、ベストその他これらに類する製品、其の他のやぎの繊毛
製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの

61101920

兔毛制手工针织或钩编起绒马甲

61101990

其他动物细毛制手工起绒马甲（针织或钩编）

61102000

棉制儿童游戏套装紧身衫及套头衫（针织起绒，轻薄细
针翻领、开领、高领、含亚麻36%以下）

児童遊戯スーツのボディシャツ及ジャージー、プルオー
バー、綿製のもの(メリヤス編み、パイルのもの、軽薄細針
折襟のもの又はオープン襟、ハイネックのものに限る、亜麻
の含有量＜36％）

61103000

化纤儿童游戏套装紧身衫及套头衫（针织起绒轻薄细针
翻领开领高领毛＜23％丝＜30％）

児童遊戯スーツのボディシャツ及ジャージー、プルオー
バー、人造繊維製のもの(メリヤス編み、パイルのもの、軽
薄細針折襟のもの又はオープン襟、ハイネックのものに限
る、羊毛又は繊獣毛の含有量＜23％、絹の含有量＜30％）

61109010

丝及绢丝制针织或钩编起绒毛衫等（含丝≥70%含开衫、 パイルのセーター等、絹製又は絹紡糸製、メリヤス編み又
はクロセ編みのもの(絹の含有量≧70％、ベストを含む）
马甲）

61109090

其他纺织材料针织或钩编起绒马甲（棉限内，毛衫背心
除外）

6111

针织或钩编的婴儿服装及衣着附件

61112000

棉制针织或钩编婴儿袜

61113000

合纤制针织或钩编婴儿袜

61119010

毛制针织或钩编婴儿服装及衣着附件（羊毛或动物细毛
制）

61119090

人造纤维针织或钩编婴儿袜

パイルのベスト、ウサギの毛製、手工メリヤス編み又はクロ
セ編みのもの
パイルのベスト、其の他の繊獣毛製、手工メリヤス編み又
はクロセ編みのもの

パイルのベスト、その他の紡織用繊維製、メリヤス編み又は
クロセ編みのもの(綿製に限る、セーターベストを除く）
乳児用の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）
乳児用靴下、綿製メリヤス編み又はクロセ編みのもの
乳児用靴下、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ編みの
もの
乳児用衣類及び衣類附属品、毛製、メリヤス編み又はクロ
セ編みのもの（羊毛又は繊獣維製）
乳児用靴下、再生繊維又は半合成繊維製、メリヤス編み又
はクロセ編みのもの

6112

针织或钩编的运动服、滑雪服及游泳服

61121100

棉制针织或钩编男式运动套装

61121200

合纤制针织或钩编男式运动服

61121900

人造纤维制针织或钩编男式运动服

61122010

棉制针织或钩编滑雪服

61122090

羊毛或动物细毛针织钩编滑雪套装

トラックスーツ、スキースーツ及び水着（メリヤス編み又はク
ロセ編みのものに限る）
男子用トラックスーツ、綿製、メリヤス編み又はクロセ編み
のもの
男子用トラックスーツ、合成繊維製、メリヤス編み又はクロ
セ編みのもの
男子用トラックスーツ、再生繊維又は半合成繊維製、メリヤ
ス編み又はクロセ編みのもの
スキースーツ、綿製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの

6114

スキースーツ、羊毛又は繊獣毛製、メリヤス編み又はクロセ
編みのもの
男子用水着、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ編みの
合纤制针织或钩编男式游泳服
もの
男子用水着、其の他の紡織用繊維製、メリヤス編み又はク
其他材料制针织钩编男式游泳服
ロセ編みのもの
女子用水着、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ編みの
合纤制针织或钩编女式游泳服
もの
女子用水着、其の他の紡織用繊維製、メリヤス編み又はク
其他纺织材料制针织钩编女游泳服
ロセ編みのもの
用品目59.03、59.06或59.07的针织物或钩编织物制成的 衣類（第59.03項、第59.6項又は第59.07項のメリヤス編物又
はクロセ編物から製品にしたものに限る）
服装
用塑料处理的服装（针织或钩编，织物外表面由橡胶完 衣類、プラスチック処理をしたもの(メリヤス編み又はクロセ
編み、織物の表は完全にゴムに被覆される物に限る）
全覆盖）
その他衣類（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る）
针织或钩编的其他服装

61142000

棉制针织或钩编儿童非保暖连身裤

61143000

化纤制针织或钩编连身衣（含羊毛或动物细毛23%及以
上）

61149010

毛制针织或钩编其他服装（指羊毛或动物细毛）

61149090

其他纺织材料制其他服装

其の他の衣類、其の他の紡織用繊維製

6115

针织或钩编的连裤袜、紧身裤袜、长统袜、短袜及其他
袜类，包括用以治疗静脉曲张的长统袜和无外绱鞋底的
鞋类

パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他
の靴下類（静脈瘤商用のストッキング及び履き物として使用
するもの＜更に別の底を取り付けていないものに限る＞を
含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る）

61151000

渐紧压袜类（例如用以治疗静脉曲张的长筒袜、针织或
钩编）

タイツ類靴下（例えば静脈瘤治療用のストッキング、メリヤ
ス編み又はクロセ編みのもの）

61152100

每根单丝细度67分特以下合纤制紧身连裤袜及紧身裤袜
（针织或钩编）

バンティストッキング、タイツ、合成繊維製、メリヤス編み又
はクロセ編みのもの（構成する単糸が67デシテックス未満
のものに限る）

61152200

每根单丝细度67分特以上合纤制紧身连裤袜及紧身裤袜
（针织或钩编）

バンティストッキング、タイツ、合成繊維製、メリヤス編み又
はクロセ編みのもの（構成する単糸が68デシテックス以上
のものに限る）

61152910

棉制针织钩编连裤袜及紧身裤袜

パンティストッキング及タイツ、綿製、メリヤス編み又はクロ
セ編みのもの

61152990

其他纺织材料制针织或钩编连裤袜及紧身裤袜（除合成
纤维、棉外其他纺织材料制）

パンティストッキング及タイツ、その他の紡織用繊維製、メリ
ヤス編み又はクロセ編みのもの（合成繊維、綿を除くその他
の紡織用繊維製）

61153000

合纤制针织或钩编女长统袜（单丝细度在67分特以下）

女子用の長靴下、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ編
みのもの（構成する単糸が67デシテックス未満のものに限
る）

61159400

毛制针织或钩编短袜及其他袜类

61159500

棉制针织或钩编矫正袜（外科用带压缩刻度）

61159600

合纤制针织或钩编矫正袜（外科用带压缩刻度）

61159900

人纤制短袜及其他袜类（针织或钩编含羊毛或动物细毛
23%及以上）

61123100
61123900
61124100
61124900
6113
61130000

児童用コンビネーション、綿製、メリヤス編み又はクロセ編
みのもの(保温の用途でないものに限る）
コンビネーション、人造繊維製、メリヤス編み又はクロセ編
みのもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％）
其の他の衣類、毛製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの
(羊毛又は繊獣毛）

ソックス及其の他の靴下類、羊毛又は繊獣毛製、メリヤス編
み又はクロセ編みのもの
矯正用靴下、綿製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの(圧
縮目盛りのついた外科用ものに限る）
矯正用靴下、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ編みの
もの(圧縮目盛りのついた外科用ものに限る）
ソックス及其の他の靴下類、再生繊維製又は半合成繊維
製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの(羊毛又は繊獣毛の
含有量≧23％）

6116
61161000
61169100
61169200
61169300
61169900

手袋、ミトン及びミット（メリヤス編み又はクロセ編みのもの
に限る）
手袋、スポーツ用、プラスチック又はゴムを染み込ませたも
塑料或橡胶浸渍的运动手套
の
其の他の手袋、羊毛又は繊獣毛製、メリヤス編み又はクロ
毛制其他针织或钩编手套
セ編みのもの
其の他の手袋、綿製、メリヤス編み又はクロセ編みのもの
棉制其他针织或钩编手套（非运动手套）
(スポーツ用でないもの）
合纤制其他针织或钩编手套（含羊毛或动物细毛23%及以 其の他の手袋、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ編み
のもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧23％）
上）
其の他の手袋、合成繊維製、メリヤス編み又はクロセ編み
人造纤维制其他针织或钩编手套（运动手套）
のもの（スポーツ用のものに限る）
针织或钩编的分指手套、连指手套及露指手套

6117

其他制成的针织或钩编的衣着附件；服装或衣着附件的
针织或钩编的零件

その他の衣類附属品（製品にしたもので、メリヤス編み又は
クロセ編みのものに限る）、及び衣類又は衣類附属品の部
分品（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る）

61171011

山羊绒制披巾、头巾、围巾、披纱、面纱及类似品（针
织或钩编）

ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベール及これら
に類するもの、ヤギの繊毛製（メリヤス編み又はクロセ編み
のもの）

61171019

其他动物细毛制披巾、头巾、围巾、披纱、面纱及类似
品（针织或钩编）

ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベール及これら
に類するもの、その他の動物繊毛製（メリヤス編み又はクロ
セ編みのもの）

61171020

羊毛制披巾、头巾、围巾、披纱、面纱及类似品（针织
或钩编）

ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベール及これら
に類するもの、羊毛製（メリヤス編み又はクロセ編みのも
の）

61171090

其他纺织材料制针织披巾、围巾、披纱、面纱及类似品
（针织或钩编）

ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベール及これら
に類するもの、其の他の紡織用繊維製のもの（メリヤス編み
又はクロセ編みのもの）

61178010

领带及领结（针织或钩编）

ネクタイ及びチョウネクタイ、メリヤス編み又はクロセ編みの
もの

61178090

其他衣着附件（针织或钩编）

その他の衣類付属品、メリヤス編み又はクロセ編みのもの

61179000

保暖型衬里（针织或钩编）

保温式裏地、メリヤス編み又はクロセ編みのもの

6201

男式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风帽的防寒短上
衣（包括滑雪短上衣）、防风衣、防风短上衣及类似
品，但品目6203的货品除外

男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、ア
ノラック（スキージャケットを含む）、ウインドチーター、ウイン
ドジャケットその他これらに類する製品（第62.03のものを除
く）

62011100

毛制男式雨衣（羊毛或动物细毛）

男子用レインコート、羊毛製又は繊獣毛製のもの

62011210

棉制男式羽绒大衣等及类似品（包括羽绒雨衣、短大
衣、斗篷、短斗篷）

男子用ダウン製のオーバーコート、カーコート、ケープ、ク
ローク、レインコート等その他これらに類する製品、綿製の
もの

62011290

棉制男式雨衣

男子用レインコート、綿製のもの

62011310

化纤制男羽绒大衣等及类似品（包括羽绒雨衣、短大
衣、斗篷、短斗篷）

男子用ダウン製のオーバーコート、カーコート、ケープ、ク
ローク、レインコート等その他これらに類する製品、人造繊
維製のもの

62011390

化纤制男式雨衣

男子用レインコート、人造繊維製のもの

62011900

其他材料制男雨衣

男子用レインコート、其の他の紡織用繊維製のもの

62019100

毛制男式有填料无袖上衣（羊毛或动物细毛制）

男子用上着、シート状の綿がついた、袖無しの、羊毛製又
は繊獣毛製のもの

62019210

棉制男式羽绒防寒短上衣、防风衣（包括羽绒滑雪短上
衣，防风短上衣及类似品）

男子用ダウン製のアノラック及ウィンドチャーター、綿製のも
の（ダウン製のスキージャケット、ウィンドジャケット其の他こ
れらに類するものを含む）

62019290

棉制男式有填料无袖上衣（不带可连接袖子配件）

男子用上着、シート状の綿がついた、袖無しの、綿製のもの
(袖パーツと結合していないものに限る）

62019310

化纤制男式羽绒防寒短上衣防风衣（包括羽绒滑雪短上
衣，防风短上衣及类似品）

男子用ダウン製のアノラック及ウィンドチャーター、人造繊維
製のもの（ダウン製のスキージャケット、ウィンドジャケット其
の他これらに類するものを含む）

62019390

化纤制男式有填料无袖上衣（不带可连接袖子配件）

62019900

男子用上着、シート状の綿がついた、袖無しの、人造繊維
製のもの(袖パーツと結合していないものに限る）
丝制男式带防寒衬里短上衣（含丝70%及以上，含防风上 男子用ウィンドチャーター及ウィンドジャケット、防寒裏地が
ついた、絹製のもの（絹の含有量≧70％）
衣、防风短上衣）

6202

女式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风帽的防寒短上
衣（包括滑雪短上衣）、防风衣、防风短上衣及类似
品，但品目6204的货品除外

女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、ア
ノラック（スキージャケットを含む）、ウインドチーター、ウイン
ドジャケットその他これらに類する製品（第62.04のものを除
く）

62021100

毛制女式雨衣（羊毛或动物细毛制）

女子用レインコート、羊毛製又は繊獣毛製のもの

62021210

棉制女式羽绒大衣等及类似品（包括羽绒雨衣、短大
衣、斗篷、短斗篷）

女子用ダウン製のオーバーコート、カーコート、ケープ、ク
ローク、レインコート等その他これらに類する製品、綿製の
もの

62021290

棉制女式雨衣

女子用レインコート、綿製のもの

62021310

化纤制女羽绒大衣等及类似品（包括羽绒雨衣、短大
衣、斗篷、短斗篷）

女子用ダウン製のオーバーコート、カーコート、ケープ、ク
ローク、レインコート等その他これらに類する製品、人造繊
維製のもの

62021390

女子用レインコート、人造繊維製のもの(羊毛又は繊獣毛の
化纤制女雨衣（羊毛或动物细毛小于36%，含带风帽防寒
含有量＜36％、アノラック、ウィンドチャーター及これらに類
上衣、防风衣及类似品）
するものを含む）

62021900

其他材料制女雨衣

女子用レインコート、其の他の紡織用繊維製のもの

62029100

毛制女式有填料无袖上衣（羊毛或动物细毛制）

女子用上着、シート状の綿がついた、袖無しの、羊毛製又
は繊獣毛製のもの

62029210

棉制女式羽绒防寒短上衣、防风衣（包括羽绒滑雪短上
衣、防风短上衣及类似品）

女子用ダウン製のアノラック及ウィンドチャーター、綿製のも
の（ダウン製のスキージャケット、ウィンドジャケット其の他こ
れらに類するものを含む）

62029290

棉制女式有填料无袖上衣（不带可连接袖子配件）

女子用上着、シート状の綿がついた、袖無しの、綿製のもの
(袖パーツと結合していないものに限る）

62029310

化纤制女式羽绒防寒短上衣等（包括羽绒滑雪短上衣、
防风短上衣及类似品）

女子用ダウン製のアノラック及ウィンドチャーター、人造繊維
製のもの（ダウン製のスキージャケット、ウィンドジャケット其
の他これらに類するものを含む）

62029390

化纤制女式有填料无袖上衣（不带可连接袖子配件

女子用上着、シート状の綿がついた、袖無しの、人造繊維
製のもの(袖パーツと結合していないものに限る）

62029900

丝制女式带防寒衬里的短上衣（含丝70%及以上，含防风 女子用上着、防寒裏地がついた、絹製のもの(ウィンド
チャーター及ウィンドジャケットを含む、絹の含有量≧70％）
衣、防风短上衣）

6203

男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装
裤、马裤及短裤（游泳裤外）

男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボ
ン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ（水着を除く）

62031100

毛制男式西服套装（羊毛或动物细毛制）

男子スーツ（羊毛又は繊獣毛製）

62031200

合纤制男式西服套装（含羊毛或动物细毛36%及以上）

62031910

丝及绢丝制男式西服套装（含丝70%及以上）

62031990

棉制男式西服套装

男子用スーツ、綿製のもの

62032200

棉制男式便服套装（工业及职业用）

男子用アンサンブル、綿製のもの(工業用及職業用）

男子用スーツ、合成繊維製のもの(羊毛又は繊獣毛の含有
量≧36％）
男子用スーツ、絹製又は絹紡糸製のもの（絹の含有量≧
70％）

62032910

合纤制其他男式便服套装（含羊毛或动物细毛≥36%，工 男子用アンサンブル、其の他の、合繊製のもの(羊毛又は繊
獣毛の含有量≧36％、工業用及職業用）
业及职业用）
男子用アンサンブル、絹製のもの（絹の含有量≧70％）
丝制男式便服套装（含丝70%及以上）

62032920

羊毛或动物细毛制男式便服套装（羊毛或动物细毛制）

62032990

人造纤维制其他男式便服套装（工业及职业用）

62033100

毛制男式西服式上衣（羊毛或动物细毛制）

男子用ブレザー、羊毛製又は繊獣毛製のもの

62033200

棉制工业及职业用男式上衣（工业及职业用）

男子用上着、工業用及職業用、綿製のもの

62032300

62033300
62033910

男子用アンサンブル、羊毛又は繊獣毛製（羊毛又は繊獣毛
製）
男子用アンサンブル、其の他の、再生繊維又は半合成繊維
製のもの(工業用及職業用）

合成纤维制男式西服式上衣（含羊毛或动物细毛36%及以 男子用ブレザー、合成繊維製のもの(羊毛又は繊獣毛の含
有量≧36％、工業用及職業用）
上，工业及职业用）
男子用上着、絹製のもの（絹の含有量≧70％）
丝制男式上衣（含丝70%及以上）
人造纤维制男式西服式上衣（含羊毛或动物细毛36%及以
上，工业及职业用）
毛制男式护胸背带工装裤（羊毛或动物细毛制，带防寒
衬里）

男子用ブレザー、再生繊維又は半合成繊維製のもの(羊毛
又は繊獣毛の含有量≧36％、工業用及職業用）
男子用胸当てズボン、羊毛製又は繊獣毛製のもの(防寒の
裏地がついたものに限る）

62034210

棉制男式阿拉伯裤（羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥
35%，或含羽绒≥10%）

男子用アラビアズボン、綿製のもの(ダウン及水鳥の毛≧
15％、しかもパイルの含有率≧35％又はダウンの含有率≧
10％）

62034290

男子用胸当てズボン、工業用及職業用、綿製のもの(ダウン
工、职业用棉男护胸背带工装裤（羽绒和水禽毛≥15%且
及水鳥の毛≧15％、しかもパイルの含有率≧35％又はダ
含绒率≥35%，或含羽绒≥10%）
ウンの含有率≧10％）

62033990
62034100

62034310

男子用アラビアズボン、合成繊維製のもの(ダウン及水鳥の
合成纤维制男式阿拉伯裤（羽绒和水禽毛≥15%且含绒率
毛≧15％、しかもパイルの含有率≧35％又はダウンの含有
≥35%，或含羽绒≥10%）
率≧10％）

62034390

男子用胸当てズボン、工業用及職業用の、合成繊維製のも
工、职业用合纤制男护胸背带工裤（羽绒和水禽毛≥15%
の、(ダウン及水鳥の毛≧15％、しかもパイルの含有率≧
且含绒率≥35%，或含羽绒≥10%）
35％又はダウンの含有率≧10％）

62034910

人纤制男式阿拉伯裤（羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥
35%，或含羽绒≥10%）

男子用アラビアズボン、再生繊維又は半合成繊維製のもの
(ダウン及水鳥の毛≧15％、しかもパイルの含有率≧35％
又はダウンの含有率≧10％）

62034990

人纤制男成人护胸背带工装裤（带防寒衬里）

男子用胸当てズボン、再生繊維又は半合成繊維製のもの
(防寒の裏地がついたものに限る）

6204

女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙
裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤（游泳服除
外）

女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ドレス、スカー
ト、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及び
ショーツ（水着を除く）

62041100

毛制女式西服套装（羊毛或动物细毛制）

女子用スーツ、羊毛製又は繊獣毛製のもの

62041200

含裤子的棉制女式西服套装

ズボンを含む女子用スーツ、綿製のもの

62041300

合纤制女式西服套装（含羊毛或动物细毛36%及以上）

62041910

丝及绢丝制女式西服套装（含丝70%及以上）

62041990

人造纤维制女式西服套装（含羊毛或动物细毛36%及以
上）

女子用スーツ、合成繊維製のもの(羊毛又は繊獣毛の含有
量≧36％）
女子用スーツ、絹製又は絹紡糸製のもの（絹の含有量≧
70％）
女子用スーツ、再生繊維又は半合成繊維製のもの(羊毛又
は繊獣毛の含有量≧36％）

62042100

羊毛或动物细毛制女式便服套装

女子用アンサンブル、羊毛製又は繊獣毛製のもの

62042200

含裤子的棉制女式便服套装（工业及职业用）

62042300

工、职业用合纤制女式便服套装（含羊毛或动物细毛≥
36%）

ズボンを含む女子用アンサンブル、綿製のもの(工業用及職
業用）
女子用アンサンブル、合繊製のもの(羊毛又は繊獣毛の含
有量≧36％、工業用及職業用）

62042910

丝制女式便服套装（含丝及绢丝≥70%）

女子用アンサンブル、絹製のもの（絹の含有量≧70％）

62042990

含裤子的人造纤维制女式便服套装

ズボンを含む女子用アンサンブル、再生繊維又は半合成繊
維製のもの

62043100

毛制女式上衣（羊毛或动物细毛制）

女子用ジャケット、羊毛製又は繊獣毛製のもの

62043200

棉制女式上衣（工业及职业用）

女子用ジャケット、工業用及職業用の、綿製のもの

62043300
62043910

合成纤维制女式上衣（含羊毛或动物细毛36%及以上，工 女子用ジャケット、合成繊維製のもの(羊毛又は繊獣毛の含
有量≧36％、工業用及職業用）
业及职业用）
女子用ジャケット、絹製のもの（絹の含有量≧70％）
丝制女式上衣（含丝及绢丝70%及以上）

62044100

人纤制女式上衣（含羊毛或动物细毛≥36%，工业及职业 女子用ジャケット、再生繊維又は半合成繊維製のもの(羊毛
又は繊獣毛の含有量≧36％、工業用及職業用）
用）
ドレス、羊毛製又は繊獣毛製のもの
毛制连衣裙（羊毛或动物细毛制）

62044200

棉制女式连衣裙

62044300

合成纤维制女式连衣裙（含羊毛或动物细毛≥36%）

62044400

人造纤维制女式连衣裙（含羊毛或动物细毛≥36%）

62044910

丝制女式连衣裙（含丝及绢丝70%及以上）

62044990

其他材料制女式连衣裙（棉限内）

女子用ドレス、其の他の紡織用繊維製のもの(綿製に限る）

62045100

毛制女式裙子及裙裤（羊毛或动物细毛制）

女子用スカート及キュロットスカート、羊毛製又は繊獣毛製
のもの

62045200

棉制女式裙子及裙裤

女子用スカート及キュロットスカート、綿製のもの

62045300

合成纤维制女式裙子及裙裤（含羊毛或动物细毛≥36%）

62043990

62045910
62045990
62046100

ドレス、綿製のもの
女子用ドレス、合成繊維製のもの(羊毛又は繊獣毛の含有
量≧36％）
女子用ドレス、再生繊維又は半合成繊維製のもの(羊毛又
は繊獣毛の含有量≧36％）
女子用ドレス、絹製又は絹紡糸製のもの（絹の含有量≧
70％）

女子用スカート及キュロットスカート、合成繊維製のもの(羊
毛又は繊獣毛の含有量≧36％）
女子用スカート及キュロットスカート、絹製のもの（絹の含有
丝制女式裙子及裙裤（含丝70%及以上）
量≧70％）
女子用スカート及キュロットスカート、再生繊維又は半合成
人造纤维制女式裙子及裙裤（含羊毛或动物细毛≥36%）
繊維製のもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧36％）
女子用胸当てズボン、羊毛製又は繊獣毛製のもの(防寒の
毛制女式护胸背带工装裤及短裤（带防寒衬里）
裏地がついたものに限る）

62046200

棉制女式护胸背带工装裤

女子用胸当てズボン、綿製のもの

62046300

合纤女式护胸背带工装裤

女子用胸当てズボン、合成繊維製のもの

62046900

人纤制女成人护胸背带工装裤

女子用胸当てズボン、再生繊維又は半合成繊維製のもの

6205

男衬衫

男子用のシャツ

62052000

不带特制领的棉制男成人衬衫（含男童8-18号衬衫）

男子用シャツ、特製の襟がついていない、羊毛又は繊獣毛
綿製のもの(男児童用8-18号のものを含む）

62053000

不带特制领的化学纤维制男式衬衫（含羊毛或动物细毛
36%及以上，含男童8-18号衬衫）

男子用シャツ、特製の襟がついていない、人造繊維製のも
の(羊毛又は繊獣毛の含有量≧36％、男児童用8-18号のも
のを含む）

62059010

男子用シャツ、特製の襟がついていない、絹製、メリヤス編
不带特制领的丝制非针织男式衬衫（含丝70%及以上，含
みでないもの（絹の含有量≧70％、男児童用8-18号のもの
男童8-18号衬衫）
を含む）

62059020

羊毛或动物细毛制男式衬衫（含男童8-18号衬衫）

62059090

其他纺织材料制男式衬衫（棉限内，不带特制领，含男
童8-18号衬衫）

男子用シャツ、特製の襟がついていない、羊毛又は繊獣毛
綿製のもの(男児童用8-18号のものを含む）
男子用シャツ、羊毛又は繊獣毛製のもの(男児童用8-18号
のものを含む）

6206

女衬衫

女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス

62061000

丝及绢丝制女式衬衫（棉限内，成人及7-16号女童衬
衫）

女子用ブラウス、シャツ及びシャツブラウス、絹製及絹紡糸
製のもの(混用繊維は綿に限る、女子用のもの及女児童用
7-16号のものを含む）

62062000

毛制女成人及7-16号女童衬衫

62063000

棉制女成人及7-16号女童衬衫

62064000

女子用及女児童用ブラウス、シャツ及びシャツブラウス、人
化学纤维制女成人及女童衬衫（含羊毛或动物细毛36%及
造繊維製のもの(羊毛又は繊獣毛の含有量≧36％、成人の
以上，成人及7-16号女童衬衫）
もの及女児童用7-16号のものを指す）

62069000

其他纺织材料制女式衬衫（棉限内）

女子用ブラウス、シャツ及びシャツブラウス、其の他の紡織
用繊維製のもの(綿製に限る）

6207

男式背心及其他内衣、内裤、三角裤、长睡衣、睡衣
裤、浴衣、晨衣及类似品

男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズ
ボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ド
レッシングガウン及びこれに類する製品

62071100

棉制男式内裤及三角裤

男子用のパンツ、ズボン下及ブリーフ、綿製のもの

62071910

含丝70%及以上男式内裤及三角裤

男子用のパンツ、ズボン下及ブリーフ、含有量≧70％の絹
製のもの

62071920

化纤制男式内裤及三角裤

男子用のパンツ、ズボン下及ブリーフ、人造繊維製のもの

62071990

毛制男式内裤及三角裤

男子用のパンツ、ズボン下及ブリーフ、羊毛又はその他の
繊獣毛製のもの

62072100

棉制男式长睡衣及睡衣裤

男子用ナイトシャツ及びパジャマ、綿製のもの

62072200

化纤制男式长睡衣及睡衣裤

男子用ナイトシャツ及びパジャマ、人造繊維製のもの

62072910

含丝70%及以上男式长睡衣/睡衣裤（含8-18号男童长睡
衣/睡衣裤）

男子用ナイトシャツ及パジャマ、含有量≧70％の絹製のも
の(男児童用8-18号のものを含む）

62072990

毛制男式长睡衣及睡衣裤

男子用ナイトシャツ及パジャマ、羊毛又は繊獣毛製のもの

62079100

棉制男式内衣式背心

男子用シングレット、綿製のもの(肌着用のものに限る）

62079910

丝制男式内衣式背心（含丝70%及以上）

男子用シングレット、絹製のもの(肌着用のものに限る、絹
の含有量≧70％）

62079920

化学纤维制男式内衣式背心

男子用シングレット、人造繊維製のもの

62079990

毛制男式内衣式背心

男子用シングレット、羊毛又は繊獣毛製のもの(肌着用のも
のに限る）

6208

女式背心及其他内衣、长衬裙、衬裙、三角裤、短衬
裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品

女子用シングレットその他これに類する肌着、スリップ、ペ
ティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグ
リジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これに類する
製品

62081100

化纤制长衬裙及衬裙

スリップ及ペティコート、人造繊維製のもの

62081910

丝制女式长衬裙及衬裙（含7-16号女童长衬衫及衬裙，
含丝70%及以上）

女子用スリップ及ペティコート、絹製のもの（女児童用7-16
号のものを含む、絹の含有量≧70％）

62081920

棉制长衬裙及衬裙

女子用スリップ及ペティコート、綿製のもの

62081990

毛制女式长衬裙及衬裙

女子用スリップ及ペティコート、羊毛又は繊獣毛製のもの

62082100

棉制女式睡衣及睡衣裤

女子用ナイトドレス、パジャマ及ネグリジェ、綿製のもの

62082200

化纤制女式睡衣及睡衣裤

62082910

丝及绢丝≥70%女式睡衣及睡衣裤

62082990

毛制女式睡衣及睡衣裤

女子用及女児童用7-16号のブラウス、シャツ及びシャツブ
ラウス、羊毛又は繊獣毛製のもの
女子用及女児童用7-16号のブラウス、シャツ及びシャツブ
ラウス、綿製のもの

女子用ナイトドレス、パジャマ及ネグリジェ、人造繊維製のも
の
女子用ナイトドレス、パジャマ及ネグリジェ、含有量≧70％
の絹及絹紡糸製のもの
女子用ナイトドレス、パジャマ及ネグリジェ、羊毛又は繊獣
毛製のもの

62089100
62089200
62089910
62089990

女子用シングレット、ブリーフ及パンティ、綿製のもの(肌着
用のものを含む）
女子用シングレット、ブリーフ及パンティ、人造繊維製のもの
化纤制女式内衣式背心、三角裤（含短衬裤）
(肌着用のものを含む）
丝制女内衣式背心、三角裤等（含丝及绢丝≥70%，包括 女子用シングレット、ブリーフ及パンティ、絹製のもの(肌着
用のものを含み、絹の含有量≧70％）
短衬裤）
女子用の、肌着用シングレット、ブリーフ及パンティ、羊毛又
毛制女式内衣式背心、三角裤毛等（包括短衬裤）
は繊獣毛製のもの
棉制女式内衣式背心、三角裤等（包括短衬裤）

6209

婴儿服装及衣着附件

乳児用の衣類及び衣類附属品

62092000

棉制婴儿服装及衣着附件

乳児用の衣類及び衣類附属品

62093000

合成纤维制婴儿手套、袜子（含分指、连指及露指手
套，长袜、短袜及其他袜）

乳児用手袋及靴下、合成繊維製のもの（ミトン、ミット及ハー
フミットの手袋、長靴下、ソックス及其の他の靴下を含む）

62099010

羊毛或动物细毛制婴儿服装衣及附件

乳児用の衣類及び衣類付属品、羊毛及び繊獣毛製のもの

62099090

其他纺织材料制婴儿服装及衣着附件（除棉、合成纤
维、羊毛或动物细毛外其他纺织材料制）

乳児用の衣類及び衣類付属品、其の他の紡織用繊維製の
もの（綿、合成繊維、羊毛及び繊獣毛を除くその他の紡織
用繊維製）

用品目56.02、56.03、59.03、59.06或59.07的织物制成
的服装
毛制纸衬背或覆盖的无纺布服装（羊毛或动物细毛制，
包括毡呢或无纺织物制服呢）
棉或麻制纸衬或覆盖的无纺布服装（包括毡呢或无纺织
物制服呢）
化纤制纸衬背或覆盖的无纺布服装（包括毡呢或无纺织
物制服呢）
其他纺织材料制纸衬背的无纺服装（包括纸覆盖的毡呢
或无纺织物制服呢）

衣類（第56.02項、第56.03項、第59.03項、第59.06項又は第
59.07項の織物類から製品にしたものに限る）
衣類、紙を芯した又は被覆した、不織布製の、羊毛又は繊
獣毛製のもの、(フェルト又は不織布で作った衣類を含む）
衣類、紙を芯した又は被覆した、不織布の、綿製又は麻製
のもの(フェルト又は不織布で作った衣類を含む）
衣類、紙を芯した又は被覆した、不織布製、人造繊維製の
もの(フェルト又は不織布で作った衣類を含む）
其の他の紡織用繊維製、紙を芯した又は被覆した不織布製
衣類(フェルト又は不織布で作った衣類を含む）

62102000

用塑料或橡胶处理化纤制男外装（织物外表面由塑料或
橡胶完全覆盖的大衣、雨衣、斗篷等）

男子用アウトウェア、プラスチック又はゴムの処理をした、人
造繊維製のもの(表が完全にプラスチック又はゴムに被覆さ
れた織物で作ったコート、レインコート、ケープなど）

62103000

用塑料或橡胶处理化纤制女外装（织物外表面由塑料或
橡胶完全覆盖的大衣、雨衣、斗篷等）

女子用アウトウェア、プラスチック又はゴムの処理をした、人
造繊維製のもの(表が完全にプラスチック又はゴムに被覆さ
れた織物で作ったコート、レインコート、ケープなど）

62104000

用塑料或橡胶处理化纤制其他男（织物外表面由塑料或
橡胶完全覆盖）

男子アウトウェア、プラスチック又はゴムの処理をした、人造
繊維製其の他のもの（使った織物の表が完全にプラスチッ
ク又はゴムに被覆されたものに限る）

62105000

用塑料或橡胶处理化纤制其他女装（织物外表面由塑料
或橡胶完全覆盖）

其の他の女子用衣類、プラスチック又はゴムの処理をした、
人造繊維製のもの（使った織物の表が完全にプラスチック
又はゴムに被覆されたものに限る）

6211

运动服、滑雪服及游泳服；其他服装

トラックスーツ、スキースーツ及び水着並びにその他の衣類

62111100

羊毛或动物细毛制男式游泳服

男子用水着、羊毛又は繊獣毛製のもの

62111200

羊毛或动物细毛制女式游泳服

女子用水着、羊毛又は繊獣毛製のもの

62112010

棉制滑雪套装

スキースーツ、綿製のもの

62112090

含滑雪男裤的羊毛制滑雪套装

男子用スキーパンツを含むスキースーツ、羊毛又は繊獣毛
製のもの

62113210

棉制男式阿拉伯袍

男子用アラビアローブ、綿製のもの

62113220

棉制男式运动套装（面和衬里的面料相同的运动服装）

62113290

棉制男式连衣服及类似品

62113310

化纤制男式阿拉伯袍

男子用アラビアローブ、人造繊維製のもの

62113320

化纤制男式运动套装（面和衬里的面料相同的运动服
装）

62113390

化纤制男式连衣服及类似品

62113910

丝及绢丝制男运动服（含丝70%及以上）

男子用トラックスーツ、人造繊維製のもの(表地及裏地が同
じ織物製のものに限る）
其の他の男子用コンビネーションシャツ及これに類するも
の、人造繊維製のもの
男子用トラックスーツ、絹製又は絹紡糸製のもの(絹の含有
量≧70％）

62113920

毛制男式运动套衫

男子用トラックスーツ、毛製のもの

62113990

其他纺织材料制男式运动套装

男子用トラックスーツ、其の他の紡織用繊維製のもの

62114210

棉制女式运动套装（面和衬里的面料相同的运动服装）

女子用トラックスーツ、綿製のもの(表地及裏地が同じ織物
製のものに限る）

6210
62101010
62101020
62101030
62101090

男子用トラックスーツ、綿製のもの(表地及裏地が同じ織物
製のものに限る）
其の他の男子用コンビネーションシャツ及これに類するも
の、綿製のもの

62114290

棉制女式其他服装

其の他の女子用衣類、綿製のもの

62114310

化纤制女式运动套装（面和衬里的面料相同的运动服
装）

女子用トラックスーツ、人造繊維製のもの(表地及裏地が同
じ織物製のものに限る）

62114390

化纤制其他女服装

其の他の女子用衣類、人造繊維製のもの

62114910

丝或绢丝制女式运动套装（含丝70%及以上）

女子用トラックスーツ、絹製又は絹紡糸製のもの(絹の含有
量≧70％）

62114990

其他纺织材料制女式运动套装

女子用トラックスーツ、其の他の紡織用繊維製のもの

6212

胸罩、束腰带、紧身胸衣、吊裤带、吊袜带、束袜带和
类似品及其零件，不论是否针织或钩编的

ブラジャー、ガードル、コルセット、サスペンダー、ガーターそ
の他これらに類する製品及びこれらの部分品（メリヤス編み
又はクロセ編みであるかないかを問わない）

62121010

化纤制胸罩（不论是否针织或钩编）

62121090

毛制其他胸罩（不论是否针织或钩编）

62122010

化纤制束胸带及腹带（不论是否针织或钩编）

62122090

毛制束胸带及腹带（不论是否针织或钩编）

62123010

化纤制紧身胸衣（不论是否针织或钩编）

62123090

毛制紧身胸衣（不论是否针织或钩编）

62129010

化纤制吊裤带、吊袜带等（不论是否针织或钩编，含化
纤与橡胶/塑料制的）

サスペンダー及ガーター等、人造繊維製のもの（メリヤス編
み又はクロセ編みであるかないかを問わない、人造繊維と
ゴム/プラスチック製の物を含む）

62129090

毛制吊裤带、吊袜带、束袜带等（不论是否针织或钩
编，含羊毛与橡胶/塑料制的）

サスペンダー及ガーター等、羊毛又は繊獣毛製のもの（メリ
ヤス編み又はクロセ編みであるかないかを問わない、羊毛
とゴム/プラスチック製の物を含む）

6213

手帕

ハンカチ

62132010

棉制刺绣手帕

ハンカチ、刺繍した、綿製のもの

62132090

其他棉制手帕

ハンカチ、其の他の、綿製のもの

62139020

其他纺织材料制刺绣手帕

ハンカチ、刺繍した、其の他の紡織用繊維製のもの

62139090

化纤制其他手帕

ハンカチ、其の他の、人造繊維製のもの

6214

披巾、头巾、围巾、披纱、面纱及类似品

62141000
62142010
62142020
62142090
62143000

ブラジャー、人造繊維製のもの（メリヤス編み又はクロセ編
みであるかないかを問わない）
其の他のブラジャー、羊毛又は繊獣毛製のもの（メリヤス編
み又はクロセ編みであるかないかを問わない）
ガードル及パンティガードル、人造繊維製のもの（メリヤス編
み又はクロセ編みであるかないかを問わない）
ガードル及パンティガードル、羊毛又は繊獣毛製のもの（メ
リヤス編み又はクロセ編みであるかないかを問わない）
コルセット、人造繊維製のもの（メリヤス編み又はクロセ編
みであるかないかを問わない）
コルセット、羊毛又は繊獣毛製のもの（メリヤス編み又はク
ロセ編みであるかないかを問わない）

ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他こ
れらに類する製品
含丝70%及以上制披巾、头巾、围（包括披纱、面纱等及 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他こ
れらに類する製品、絹製のもの（絹の含有量≧70％）
类似品）
羊毛制披巾、头巾、围巾及类似品（包括披纱、面纱
ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他こ
れらに類する製品、羊毛製のもの
等）
山羊绒制披巾、头巾、围巾及类似品（包括披纱、面纱 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他こ
れらに類する製品、やぎの繊毛製のもの
等）
其他动物细毛制披巾、头巾、围巾及类似品（包括披
ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他こ
れらに類する製品、他の繊獣毛製のもの
纱、面纱等）
合纤制披巾、头巾及类似品（包括围巾、披纱、面纱
ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他こ
れらに類する製品、人造繊維製のもの
等）

62144000

人纤制披巾、头巾及类似品（包括围巾、披纱、面纱
等）

ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他こ
れらに類する製品、再生繊維又は半合成繊維製のもの

62149000

棉制披巾、头巾及类似品（包括围巾、披纱、面纱）

ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他こ
れらに類する製品、綿製のもの

6215

领带及领结

ネクタイ及びチョウネクタイ

62151000

丝及绢丝制领带及领结（非丝纺织材料含量50%及以上）

ネクタイ及びチョウネクタイ、絹及絹紡糸製のもの(絹以外の
紡織用繊維の含有量≧50％）

62152000

化纤制领带及领结

ネクタイ及びチョウネクタイ、人造繊維製のもの

62159000

毛制领带及领结

ネクタイ及びチョウネクタイ、羊毛又は繊獣毛製のもの

6216

分指手套、连指手套及露指手套

手袋、ミトン及びミット

62160000

手袋、スポーツ用、メリヤス編みでない生地をカットし、縫製
非针织物裁剪缝制成的运动手套（已浸渍塑料/橡胶，但
したもの(含有量≦50％のプラスチック/ゴムを染み込ませた
含量不超过50%，棉限内，并四指）
もの、指4本の部分結合するもの、綿製に限る）

6217

其他制成的衣着附件；服装或衣着附件的零件，但品目
62.12的货品除外

その他の衣類附属品（製品にしたものに限る）、及び衣類又
は衣類附属品の部分品（第62.12項のものを除く）

62171010

非针织非钩编袜子及袜套

靴下及靴下カバー、メリヤス編み及クロセ編みのものを除く

62171020

非针织非钩编和服腰带

着物の帯、メリヤス編み及クロセ編みのものを除く

62171090

毛制服装或衣着附件（指非针织物非钩编）

衣類及衣類付属品、メリヤス編み及クロセ編みのものを除
く、羊毛又は繊獣毛製のもの

62179000

羊毛或动物细毛制保暖型衬里

保温用衣類の裏地、羊毛又は繊獣毛製のものの

6301

毯子及旅行毯

毛布及ひざ掛け

63011000

电暖毯

電気毛布

63012000

毛制毯子及旅行毯（羊毛或动物细毛制，非电暖的，长
度不超过3米）

毛布及ひざ掛け、羊毛又は繊獣毛製のもの(電気毛布を除
く、長さ3メートル以下のものに限る）

63013000

棉制毯子及旅行毯

毛布及ひざ掛け、綿製のもの

63014000

合纤制毯子及旅行毯

毛布及ひざ掛け、合成繊維製のもの

63019000

人造纤维制的毯子及旅行毯（非电暖的）

6302

床上、餐桌、 盥洗及厨房用的织物制品

63021010

棉制针织或钩编的床上用织物制品

63021090

其他材料制床上用织物制品（制针织或钩编类制品）

63022110

棉制印花床单

ベッドシーツ、綿製、なせんしたもの

63022190

棉制印花枕套

ピロケース、綿製、なせんしたもの

63022210

化纤制印花床单

ベッドシーツ、人造繊維製、なせんしたもの

63022290

化纤制印花枕套

ピロケース、人造繊維製、なせんしたもの

63022910

丝及绢丝制印花床上用织物制品（含丝85%及以上）

ベッドリネン、絹製及絹紡糸製、なせんしたもの（絹糸及絹
紡糸の含有量≧85％）

63022920

亚麻或苎麻制印花床上用织物制品

ベッドリネン、ラミー又は亜麻製、なせんしたもの

63022990

其他材料制印花床上用织物制品

ベッドリネン、其の他の紡織用繊維製、なせんしたもの

63023110

棉制刺绣其他床上用织物制品

ベッドリネン、綿製、其の他の刺繍した、なせんしたもの

63023191

棉制其他床单

ベッドシーツ、綿製、其の他のもの

63023192

棉制其他毛巾被

ピロケース、綿製、其の他のもの

63023199

棉制其他枕套

タオルケット、綿製、其の他のもの

63023210

化纤制刺绣其他床上用织物制品

ベッドリネン、人造繊維製、刺繍した、其の他のもの

63023290

化纤制其他床单

ベッドシーツ、人造繊維製、其の他のもの

63023910

丝及绢丝制其他床上用织物制品（含丝85%及以上）

63023921

亚麻或苎麻制其他床上用织物制品（刺绣的）

63023929

亚麻或苎麻制其他床上用织物制品

ベッドリネン、ラミー又は亜麻製、其の他のもの

63023991

毛制刺绣床上用织物制品

ベッドリネン、羊毛又は繊獣毛製、刺繍したもの

63023999

毛制刺绣床上用织物制品

ベッドリネン、羊毛又は繊獣毛製、刺繍したもの

63024010

手工棉制餐桌用织物制品（指针织或钩编类的）

63024090

棉制餐桌用织物制品（针织或钩编类的，非手工）

63025110

棉制刺绣其他餐桌用织物制品

テーブルリネン、綿製、刺繍した其の他のもの

63025190

棉制其他餐桌用织物制品

テーブルリネン、綿製、其の他のもの

63025310

化纤制刺绣其他餐桌织物制品

テーブルリネン、人造繊維製、刺繍した其の他のもの

63025390

化纤无纺织物制餐桌用织物制品

テーブルリネン、人造繊維不織布製のもの

63025911

亚麻制刺绣其他餐桌用织物制品

その他のテーブルリネン、亜麻製、刺繍したもの

63025919

亚麻制其他餐桌用织物制品

その他のテーブルリネン、亜麻製

63025990

羊毛或动物细毛制餐桌用织物制品

テーブルリネン、羊毛又は繊獣毛製のもの

63026010

棉制针织或钩编毛巾织物浴巾（含类似毛圈织物的制
品）

バスタオル、綿のテリー織物製（メリヤス編み又はクロセ編
みのものに限る、テリー織物に類するもの製のものを含む）

毛布及ひざ掛け、再生繊維又は半合成繊維製のもの(電気
毛布を除く）
ベットリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチン
リネン
ベットリネン、綿製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのも
のに限る）
ベットリネン、其の他の紡織用繊維製のもの(メリヤス編み
又はクロセ編みのものに限る）

ベッドリネン、絹製及絹紡糸製、其の他のもの（絹糸及絹紡
糸の含有量≧85％）
ベッドリネン、ラミー又は亜麻製、其の他のもの(刺繍したも
のに限る）

テーブルリネン、綿製、手製のもの(メリヤス編み又はクロセ
編みのものに限る）
テーブルリネン、綿製のもの(メリヤス編み又はクロセ編み
のものに限る、手製のものを除く）

63026090

棉制针织或钩编毛巾织物茶巾（含类似毛圈织物的制
品）

茶布巾、綿のテリー織物製のもの（メリヤス編み又はクロセ
編みのものに限る、テリー織物に類するもの製のものを含
む）

63029100

棉制茶巾（毛巾织物或类似毛圈织物的除外）

茶布巾、綿製のもの(テリー織物及これに類する織物製のも
のを除く）

63029300

化纤无纺织物制盥洗及厨房制品

トイレットリネン及キッチンリネン、人造繊維の不織布製

63029910

亚麻制盥洗及厨房用织物制品

トイレットリネン及キッチンリネン、タオル、亜麻製

63029990

毛制盥洗及厨房用织物制品

トイレットリネン及キッチンリネン、タオル、毛製

6303

窗帘（包括帷帘）及帐幔；帘帷或床帷

63031210

合纤制针织百叶窗，卷帘和窗幔

63031220

合纤制钩编百叶窗，卷帘和窗幔

63031931

棉制针织的窗帘等（包括帏帘、帐幔、帘帏及床帏）

63031932

棉制钩编的窗帘等（包括帏帘、帐幔、帘帏及床帏）

63031991

其他纺织材料制针织的窗帘等（包括帏帘、帐幔、帘帏
及床帏）

カーテン等、その他の紡織用繊維製、クロセ編みのもの（ド
レープ、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバラ
ンスを含む）

63031992

其他纺织材料制钩编的窗帘等（包括帏帘、帐幔、帘帏
及床帏）

カーテン等、其の他の紡織用繊維製、クロセ編みのもの（ド
レープ、蚊帳、カーテンバランス及びベッドバランスを含む）

63039100

棉制非针织网眼窗帘（包括帏帘、帐幔、帘帏及床帏）

メッシュカーテン等、綿製のもの（ドレープ、蚊帳、カーテン
バランス及びベッドバランスを含む、メリヤス編みのものを
除く）

63039200

合纤百叶窗，卷帘和窗幔（非针织非钩编）

ブラインド、すだれ、カーテンバランス、合成繊維製のもの、
メリヤス編みクロセ編みのものを除く

63039900

毛制非针织非钩编窗帘（包括帏帘、帐幔、帘帏及床
帏）

カーテン等、羊毛又は繊獣毛製のもの（ドレープ、室内用ブ
ラインド、カーテンバランス及びベッドバランスを含む、メリヤ
ス編み及クロセ編みのものを除く）

6304

其他装饰用织物制品，但品目9404的货品除外

その他室内用品（第91.04項のものを除く）

63041121

棉制手工针织床罩

ベッドスプレッド、綿製、メリヤス編み、手製のもの

63041129

棉制非手工针织床罩

ベッドスプレッド、綿製、メリヤス編みのもの(手製のものを
除く）

63041131

棉制手工钩编床罩

ベッドスプレッド、綿製、クロセ編み、手製のもの

63041139

棉制非手工钩编床罩

63041910

丝及绢丝制非针织非钩编床罩（含丝85%及以上）

63041921

亚麻或苎麻制刺绣床罩（指非针织非钩编）

63041929

亚麻或苎麻制非针织非钩编床罩

63041931

化纤制非针织非钩编刺绣床罩

63041939

化纤制其他非针织非钩编床罩

63041991

毛制非针织非钩编刺绣床罩（羊毛或动物细毛制）

63041999

毛制其他非针织非钩编床罩（羊毛或动物细毛制）

63049121

棉制手工针织的其他装饰制品

63049129

棉制非手工针织的其他装饰制品

63049131

棉制手工钩编的其他装饰制品

63049139

棉制非手工钩编的其他装饰制品

63049210

棉制非针织的其他刺绣装饰制品（非钩编）

カーテン（ドレープを含む）、室内用ブラインド、カーテンバラ
ンス及びベッドバランス
ブラインド、すだれ、カーテンバランス、合成繊維製、メリヤ
ス編みのもの
ブラインド、すだれ、カーテンバランス、合成繊維製、クロセ
編みのもの
カーテン等、綿製、メリヤス編みのもの（ドレープ、蚊帳、
カーテンバランス及びベッドバランスを含む）
カーテン等、綿製、クロセ編みのもの（ドレープ、蚊帳、カー
テンバランス及びベッドバランスを含む）

ベッドスプレッド、綿製、クロセ編みのもの(手製のものを除
く）
ベッドスプレッド、絹製及絹紡糸製のもの(絹の含有量≧
85％、メリヤス編み及クロセ編みのものを除く）
ベッドスプレッド、亜麻又はラミー製、刺繍のもの（メリヤス編
み及クロセ編みのものを除く）
ベッドスプレッド、亜麻又はラミー製のもの（メリヤス編み及
クロセ編みのものを除く）
ベッドスプレッド、人造繊維製、刺繍したもの（メリヤス編み
及クロセ編みのものを除く）
ベッドスプレッド、人造繊維製、其の他のもの（メリヤス編み
及クロセ編みのものを除く）
ベッドスプレッド、羊毛又は繊獣毛製、刺繍したもの（メリヤ
ス編み及クロセ編みのものを除く）
ベッドスプレッド、羊毛又は繊獣毛製、其の他のもの（メリヤ
ス編み及クロセ編みのものを除く）
其の他の室内用品、綿製、メリヤス編みのもの（手製のもの
に限る）
其の他の室内用品、綿製、メリヤス編みのもの（手製のもの
を除く）
其の他の室内用品、綿製、クロセ編みのもの（手製のもの
に限る）
其の他の室内用品、綿製、クロセ編みのもの（手製のものを
除く）
室内用品、綿製、刺繍した、其の他のもの(メリヤス編み又
はクロセ編みのものを除く）

室内用品、綿製、其の他のもの(メリヤス編み又はクロセ編
みのものを除く）
室内用品、合成繊維製、刺繍した、其の他のもの(メリヤス
編み又はクロセ編みのものを除く）
室内用品、合成繊維製、其の他のもの(メリヤス編み又はク
ロセ編みのものを除く）

63049290

棉制非针织或钩编的其他装饰制品

63049310

合成纤维制其他刺绣装饰制品（指非针织非钩编装饰制
品）

63049390

合纤制其他非针织装饰制品（包括非钩编装饰制品）

63049910

室内用品、絹製、其の他のもの(絹紡糸製のものを含む、絹
丝制非针织非钩编的装饰制品（含绢丝制品，含丝85%及
の含有量≧85％、メリヤス編み又はクロセ編みのものを除
以上）
く）

63049921

亚麻或苎麻非针织其他刺绣装饰品（包括非钩编制品）

63049929

亚麻或苎麻制其他非针织的装饰品（包括非钩编制品）

63049990

毛制非针织非钩编装饰制品（羊毛或动物细毛制）

6305

货物包装用袋

包装に使用する種類の袋

63051000

黄麻制旧的货物包装袋（含品目5303的其他韧皮纤维
制）

貨物包装に使用する中古袋、ジュート製のもの(第53.03項
のジュート其の他の紡織用靱皮繊維製のものを含む）

63052000

棉制货物包装袋

貨物包装に使用する袋、綿製のもの

63053200

聚乙烯或聚丙烯制软袋（针织或钩编的，用扁条及类似
材料制成，散装货物周转用）

軟袋、ポリエチレン又はポリプロピレンのストリップ又はこれ
に類するものから製造したもの(メリヤス編み又はクロセ編
みのもので、ばら積み貨物の移転に使用するものに限る）

63053300

聚乙烯或聚丙烯制其他货物包装袋（针织或钩编的，用
扁条及类似材料制成）

其の他の袋、ポリエチレン又はポリプロピレンのストリップ又
はこれに類するものから製造したもの(メリヤス編み又はク
ロセ編みのものに限る）

63053900

其他化学纤维制货物包装袋

貨物包装用袋、人造繊維製、其の他のもの

63059000

亚麻制旧货物包装袋（针织或钩编）

6306

油苫布、天蓬及遮阳蓬；帐蓬；风帆；野营用品

63061200

合纤制油苫布、天蓬及遮阳蓬

ターポリン及日よけ、合成繊維製のもの

63061910

麻制油苫布、天蓬及遮阳蓬

ターポリン及日よけ、麻製のもの

63061920

棉制油苫布、天蓬及遮阳蓬

ターポリン及日よけ、綿製のもの

63061990

人造纤维制油苫布、天蓬及遮阳蓬

ターポリン及日よけ、再生繊維又は半合成繊維製のもの

63062200

合纤制移动帐蓬、天蓬及遮阳蓬

活動テント及日よけ、合成繊維製のもの

63062910

棉制帐蓬

テント、綿製のもの

63062990

其他纺织材料制帐蓬

テント、その他の紡織用繊維製のもの

63063010

合纤制风帆

帆、合成繊維製のもの

63063090

其他纺织材料制风帆

帆、其の他の紡織用繊維製のもの

63064010

棉制充气褥垫

空気マットレス、綿製のもの

63064020

化纤制充气褥垫

空気マットレス、人造繊維製のもの

63064090

其他纺织材料制充气褥垫

空気マットレス、其の他の紡織用繊維製のもの

63069010

棉制其他野营用品

其の他のキャンプ用品、綿製のもの

63069020

麻制其他野营用品

其の他のキャンプ用品、麻製のもの

63069030

化纤制其他野营用品

其の他のキャンプ用品、人造繊維製のもの

63069090

其他材料制其他野营用品

其の他のキャンプ用品、其の他の紡織用繊維製のもの

6307

其他制成品，包括服装裁剪样

その他のもの（ドレスパターンを含むものとし、製品にしたも
のに限る）

63071000

棉制抹布、拖布及擦光布

雑きん、床掃除用の布及つやだし用布、綿製のもの

63072000

救生衣及安全带

救命胴衣及び救命帯

63079000

棉制标签、服饰辫线及流苏（含紧身胸衣、鞋及类似品
的系带）

ラベル、衣類装飾用編んだ紐及タッセル、綿製のもの(コル
セット用、靴用及これに類する製品用の紐を含む）

6308

由机织物及纱线构成的零售包装成套物品，不论是否带
附件，用以制作小地毯、装饰毯、绣花台布、餐巾或类
似的纺织物品

織物と糸からなるセット（附属品を有するか有しないかを問
わないものとし、ラグ、つづれ織物、ししゅうを施したテーブ
ルクロス又はナプキンその他これらに類する紡織用繊維製
品を作るためのもので、小売用の包装をしたものに限る）

63080000

机织物及纱线制零售包装成套物品（内含羊毛纱的）

織物及糸からなるセット、小売用のもの（羊毛糸を含有した
ものに限る）

室内用品、亜麻又はラミー製、刺繍した、其の他のもの(メリ
ヤス編み又はクロセ編みのものを除く）
室内用品、亜麻又はラミー製、其の他のもの(メリヤス編み
又はクロセ編みのものを除く）
室内用品、羊毛又は繊獣毛製のもの(メリヤス編み又はクロ
セ編みのものを除く）

貨物包装用の中古袋、亜麻製のもの(メリヤス編み又はクロ
セ編みのものに限る）
ターポリン、帆（ボート用、セールボート用又はランドクラフト
用のものに限る）、日よけ、テント及びキャンプ用品

6309

旧衣物

中古の衣類及其の他の品物

63090000

旧衣物

中古の衣類及其の他の品物

6310

纺织材料的新的或旧的碎织物及废线、绳、索、缆及其
制品

ぼろ及びくず（ひも、編物もしくはケーブル又はこれらの製品
のもの限る）（紡織用繊維のものに限る）

63101000

新的或未使用过的纺织材料制经分拣的碎织物等（新的
或未使用过的，包括废线、绳、索、缆及其制品）

選別したぼろ等、新しい又は未使用の紡織用繊維製のも
の、（くず、ひも、綱、ケーブル及これらの製品のものを含
む）

63109000

新的或未使用过的纺织材料制其他（新的或未使用过
的，包括废线、绳、索、缆及其制品）

その他のぼろ等、新しい又は未使用の紡織用繊維製のも
の（くず、ひも、綱、ケーブル及これらの製品のものを含む）

