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加工貿易の陰極銅歩留基準を公布（公告〔2018〕16 号）                                             

税関総署と国家発展改革委員会は共同で 2018 年 1 月 25 日に「加工貿易の陰極銅歩留基準」に関する公告〔2018〕16 号）を公布し

た。2018 年 2 月 5 日から施行され、旧基準の「加工貿易の陰極銅（電解銅）歩留基準」（基準番号：HDB/YS001-2000）は同時に廃止

された。 

詳細はこちらのリンクをご参照ください。 

3-フェノキシベンズアルデヒドのアンチダンピング関税措置の実施に係る品目 HS コードの申告要求に関する
公告（税関総署公告〔2018〕17 号） 

商務部は 2018 年 2 月 8 日から、「中華人民共和国アンチダンピング条例」に従い、原産地インドから輸入される「3-フェノキシベンズア

ルデヒド（HS コード：2912.4990）」に対してアンチダンピング課税を一時的に適用して保証金を徴収する。このため、輸入荷受人は「商

務部 2018 年第 8 号公告」で義務付けられているアンチダンピング関税対象品目を申告する際に「HS コード・29124990.10」を記入す

る必要がある。                           

詳細はこちらのリンクをご参照ください。 

保証金台帳の『実転』管理から税関事務の担保事項への変更に伴う各手続きの取扱いに関する公告（公告
〔2018〕18 号） 

税関総署は国務院の指示を受け、2018 年 2 月 13 日から加工貿易に適用されている銀行保証金台帳制度（以下「保証金台帳」）を廃

止して、新たに「保証金台帳の『実転』管理から税関事務の担保事項への変更に伴う各手続きの取扱いに関する公告」を公布した。                             

詳細はこちらのリンクをご参照ください。 

企業単位の加工貿易監督管理モデルの改革パイロットプログラムの範囲拡大に関する公告（公告〔2018〕19
号） 

加工貿易及び保税監督管理の改革をさらに深め、加工貿易に対する監督管理とサービスの向上ならびに企業の自主管理を促進する

ため、税関総署は企業単位の加工貿易監督管理モデル（以下「新監督管理モデル」）改革のパイロットプログラムの範囲を拡大すること

を決定した。また、税関総署は 2018 年 2 月 26 日に「企業単位の加工貿易監督管理モデルの改革パイロットプログラムの範囲拡大に

関する税関総署の公告」（公告〔2018〕19 号）を公布した。対象税関は、天津、フフホト、満州里、瀋陽、長春、ハルピン、上海、南京、杭

州、寧波、合肥、アモイ、南昌、青島、鄭州、武漢、広州、深セン、拱北、黄埔、湛江、南寧、重慶、成都、西安、ウルムチである。 

2018 年 2 月 
 

カスタムポリシーアップデート 
(税関の重要政策と最新動向) 
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新監督管理モデルの業務範囲は、会計帳簿の設定（変更）、輸出入、外注加工、深加工結転、内部販売、剰余原料と部品の繰り越し、

照合と取消の申告、該当企業あるいは該当グループのアフターサービスなどを含む。本公告は、新監督管理モデルを導入する企業へ

の条件を規定しており、今後、該当する企業は新監督管理モデルに準じて自主的に照合・消込サイクル及び歩留の申告期間を決める

ことができる。同公告は 2018 年 3 月 5 日から施行されており、「中華人民共和国税関総署 2017 年第 29 号公告」は廃止された。                                                              

詳細はこちらのリンクをご参照ください。 

対北朝鮮輸出禁止の軍民両用（デュアル・ユース）物資及び技術リストの追加に関する公告（商務部公告
〔2018〕17 号） 

商務部、工業情報化部、国家国防科技工業局、国家原子能機構及び税関総署の５つの政府機関は共同で、2018 年 2 月 5 日に対北

朝鮮輸出禁止の軍民両用（デュアル・ユース）物資及び技術リストの追加に関する公告を公布した。公告発布日から北朝鮮を仕向地と

し、公告に記載されている大量破壊兵器及び運搬手段の軍民両用物資、技術、通常兵器軍民両用品の輸出が禁止される。 

詳細はこちらのリンクをご参照ください。 
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