
米国の対中追加課税リスト　　（リスト２）
2018年6月19日

List 2
HTSUS
Subheading

Product Description
ディスクリプション（参考） 過去3年の輸入実績 2015 2016 2017 担当

3403.19.10 Lubricating preparations containing 50%
but less than 70% by weight of petroleum

      

調製潤滑剤（石油又は歴青油の含有量が水

分を除いた全重量の５０％を超えるもの） ○
41,361 345,216 754,561

3403.19.50 Lubricating preparations containing less
than 50% by weight of petroleum oils or of

   

調製潤滑剤（石油又は歴青油の含有量が水

分を除いた全重量の５０％を超えるもの） ○
264,075 461,055 293,710

3403.99.00 Lubricating preparations (incl. lubricant-
  

その他の調製潤滑剤（石油又は歴青油 ○ 4,856,512 2,568,701 3,133,605

3811.21.00 Additives for lubricating oils containing
petroleum oils or oils obtained from

 

潤滑油用の添加剤（石油又は歴青油を含有

するもの） ○
5,777,407 1,431,650 3,707,629

3811.29.00 Additives for lubricating oils, nesoi 潤滑油用の添加剤（その他のもの） ○ 3,508,969 2,460,593 3,080,058

3901.10.10 Polyethylene having a specific gravity of
less than 0.94 and having a relative
viscosity
of 1.44 or more, in primary forms

直鎖状低密度ポリエチレン（比重が０．９

４未満のもの）（塊（不規則な形のも

の）、粉（モールディングパウダーを含

む。）、粒、フレークその他これらに類す

る形状のもの）

○

218,165 371,588 20,686

3901.10.50 Polyethylene having a specific gravity of
      

直鎖状低密度ポリエチレン（比重が ○ 361,178 924,258 1,155,048

3901.20.10 Polyethylene having a specific gravity of
0.94 or more and having a relative viscosity
of
1.44 or more, in primary forms

エチレンの重合体（比重が０．９４以上の

もの）、塊（不規則な形のもの）、粉

（モールディングパウダーを含む。）、

粒、フレークその他これらに類する形状の

もの

○

4,198 287,957 134,073

3901.20.50 Polyethylene having a specific gravity of
      

エチレンの重合体（比重が０．９４以 ○ 489,801 646,033 3,096,071

3901.30.20 Ethylene copolymer: Vinyl acetate-vinyl
chloride-ethylene terpoly w/ < 50% deriv of
vinyl acetate, exc polymer aromatic/mod
arom monomers

エチレン一酢酸ビニル共重合体、塊（不規

則な形のもの）、粉（モールディングパウ

ダーを含む。）、粒、フレークその他これ

らに類する形状のもの ○

10,241,581 776,766 883,882

3901.30.60 Ethylene-vinyl acetate copolymers, nesoi エチレン一酢酸ビニル共重合体、塊 ○ 561,707 811,544 1,345,150

3901.90.10 Polymers of ethylene, nesoi, in primary
 

その他のエチレンの重合体、塊（不規 ○ 27,405,307 35,885,670 37,420,519

3901.90.55 Ethylene copolymers, in primary forms,
  

その他のエチレンの重合体、塊（不規 ○ 23,423 80,236 6,158

3901.90.90 Polymers of ethylene, nesoi, in primary
   

その他のエチレンの重合体、塊（不規 ○ 1,517,240 1,165,343 1,519,757

3902.10.00 Polypropylene, in primary forms ポリプロピレン、塊（不規則な形のも ○ 2,706,872 5,776,291 5,817,801

3902.20.10 Polyisobutylene, elastomeric, in primary ポリイソブチレン、塊（不規則な形の ○ 439,039 390,498 1,105,380

3902.20.50 Polyisobutylene, other than elastomeric, in
 

ポリイソブチレン、塊（不規則な形の ○ 2,789,000 3,762,163 1,600,864

3902.30.00 Propylene copolymers, in primary forms プロピレンの共重合体、塊（不規則な ○ 704,339 228,374 754,254

3902.90.00 Polymers of propylene or of other olefins,
   

その他のオレフィンの重合体、塊（不 ○ 806,856 1,109,862 707,222

3903.11.00 Polystyrene, expandable, in primary forms 多泡性ポリスチレン、塊（不規則な形 ○ 5,943,645 2,671,717 13,518,147

3903.19.00 Polystyrene, other than expandable, in
 

ポリスチレン（多泡性でないもの）、 ○ 2,477,579 6,544,397 8,781,670

3903.20.00 Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers, in
 

スチレン－アクリロニトリル（ＳＡ ○ 3,456,421 2,203,386 2,670,784

3903.30.00 Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
   

アクリロニトリル－ブタジエン－スチ ○ 3,019,534 1,491,176 3,188,738

3903.90.10 Methyl methacrylate-butadiene-styrene
    

その他のスチレンの重合体、塊（不規 ○ 1,821,330 1,595,592 2,409,734

3903.90.50 Polymers of styrene, nesoi, in primary その他のスチレンの重合体、塊（不規 ○ 10,347,420 8,198,334 7,097,458

3904.10.00 Polyvinyl chloride, not mixed with any
    

ポリ（塩化ビニル）（他の物質と混合 ○ 20,429 32,262 99,202

3904.21.00 Polyvinyl chloride, mixed with other
   

その他のポリ（塩化ビニル）（可塑化 ○ 618,535 1,579,982 2,709,967

3904.22.00 Polyvinyl chloride, mixed with other
    

その他のポリ（塩化ビニル）（可塑化 ○ 6,988,997 6,014,446 3,225,546

3904.30.20 Vinyl chloride copolymer: Vinyl acetate-
vinyl chloride-ethylene terpoly w/< 50%

塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、塊

（不規則な形のもの）、粉（モール
○

2,053,169 2,136,576 2,179,492

3904.30.60 Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers, 塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、塊 ○ 1,441,412 756,258 750,816

3904.40.00 Vinyl chloride copolymers nesoi, in primary その他の塩化ビニルの共重合体、塊 ○ 19,561 17,307 13,666

3904.50.00 Vinylidene chloride polymers, in primary 塩化ビニリデンの重合体、塊（不規則 ○ 2,922 118,176 263,195

3904.61.00 Polytetrafluoroethylene (PTFE), in primary ポリテトラフルオロエチレン、塊（不 ○ 25,868,889 24,611,849 27,453,421

3904.69.10 Fluoropolymers, elastomeric, other than
   

その他のふっ素系重合体、塊（不規則 ○ 16,277,195 14,976,976 17,972,712

3904.69.50 Fluoropolymers, other than elastomeric
and other than polytetrafluoroethylene, in
primary forms

その他のふっ素系重合体、塊（不規則な形

のもの）、粉（モールディングパウダーを

含む。）、粒、フレークその他これらに類

する形状のもの
○

15,638,557 16,615,145 13,546,173

3904.90.10 Polymers of vinyl chloride or of other
halogenated olefins, nesoi, in primary
forms,
elastomeric, in primary forms

その他のハロゲン化オレフィンの重合体、

塊（不規則な形のもの）、粉（モールディ

ングパウダーを含む。）、粒、フレークそ

の他これらに類する形状のもの ○

12,675 135,143 1,791

3904.90.50 Polymers of vinyl chloride or of other
halogenated olefins, nesoi, in primary
forms,

h  h  l i  i  i  f

その他のハロゲン化オレフィンの重合体、

塊（不規則な形のもの）、粉（モールディ

ングパウダーを含む。）、粒、フレークそ

の他これらに類する形状のもの

○

81,882 73,641 11,676

3905.12.00 Polyvinyl acetate, in aqueous dispersion ポリ（酢酸ビニル）（水に分散してい ○ 137,040 331,515 221,514

3905.19.00 Polyvinyl acetate, other than in aqueous
   

ポリ（酢酸ビニル）（その他のもの） ○ 3,287,641 6,111,738 3,736,695

3905.21.00 Vinyl acetate copolymers, in aqueous 酢酸ビニルの共重合体（水に分散して ○ 0 0 20,371

3905.29.00 Vinyl acetate copolymers, other than in
    

酢酸ビニルの共重合体（その他のも ○ 373,421 159,636 520,853

3905.30.00 Polyvinyl alcohols, whether or not
containing unhydrolyzed acetate groups, in
primary
forms

ポリ（ビニルアルコール）（加水分解して

ないアセテート基を含有するかしないかを

問わない。） ○

9,710,391 9,034,439 8,982,483

3905.91.10 Copolymers of vinyl esters or other vinyls,
in primary forms, containing by weight 50%
or more of derivatives of vinyl acetate

ポリビニルブチラール（塊（不規則な形の

もの）、粉（モールディングパウダーを含

む。）、粒、フレークその他これらに類す

る形状のもの）
○

547,802 120,989 1,746,119

3905.91.50 Copolymers of vinyl esters or other vinyls,
   

ポリビニルブチラール（塊（不規則な ○ 14,700 23,932 1,268

3905.99.80 Polymers of vinyl esters or other vinyl
    

その他のビニルエステルの重合体及び ○ 2,199,020 1,877,002 3,193,259

3906.10.00 Polymethyl methacrylate, in primary forms ポリ（メタクリル酸メチル）、塊（不 ○ 14,904,158 8,705,147 11,186,153

3906.90.10 Acrylic polymers (except PMMA) in primary
 

その他のアクリル重合体、塊（不規則 ○ 5,762,175 4,486,706 9,047,004

3906.90.20 Acrylic plastics polymers (except PMMA), in
  

その他のアクリル重合体、塊（不規則 ○ 3,505,683 2,646,296 2,921,210

3906.90.50 Acrylic polymers (except plastics or
    

その他のアクリル重合体、塊（不規則 ○ 26,096,790 27,128,955 56,519,667

3907.10.00 Polyacetals in primary forms ポリアセタール ○ 2,298,250 2,649,845 2,169,671

3907.20.00 Polyethers, other than polyacetals, in
 

ポリジブロモフェニレン－オキシド ○ 17,497,884 30,207,298 47,509,171

3907.30.00 Epoxide resins in primary forms エポキシ樹脂、塊（不規則な形のも ○ 13,672,057 11,894,168 13,532,098

3907.40.00 Polycarbonates in primary forms テトラブロモビスフェノールＡポリ ○ 4,769,676 17,818,780 62,588,241

3907.50.00 Alkyd resins in primary forms アルキド樹脂（塊（不規則な形のも ○ 109,890 156,602 329,739

3907.61.00 Polyethylene terephthalate, having a
      

#N/A ○ 0 0 75,042

3907.69.00 Polyethylene terephthalate, having a
     

#N/A ○ 0 0 1,899,373

3907.70.00 Poly(lactic acid) ポリ乳酸 ○ 138,920 451,904 657,328

3907.91.20 Unsaturated allyl resins, uncompounded その他のポリエステル（不飽和のも ○ 4,277,002 556,532 345,535

3907.91.40 Unsaturated allyl resins, nesoi その他のポリエステル（不飽和のも ○ 191,603 73,845 25,038

3907.91.50 Unsaturated polyesters, other than allyl
   

その他のポリエステル（不飽和のも ○ 261,308 193,493 124,965

3907.99.20 Thermoplastic liquid crystal aromatic
 

その他のポリエステル（飽和のもの） ○ 0 445,296 614,079

3907.99.50 Other polyesters nesoi, saturated, in
 

その他のポリエステル（飽和のもの） ○ 0 16,116,973 43,904,857

3908.10.00 Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -
   

ポリアミド－６、－１１、－１２、－ ○ 3,143,472 5,948,406 9,459,056

3908.90.20 Bis(4-amino-3-
 

その他のポリアミド（塊（不規則な形 ○ 160,386 10,750 4,478

3908.90.70 Other polyamides in primary forms その他のポリアミド（塊（不規則な形 ○ 6,373,004 5,194,794 9,197,959

3909.10.00 Urea resins; thiourea resins 尿素樹脂及びチオ尿素樹脂 ○ 328,398 778,948 732,240

3909.20.00 Melamine resins メラミン樹脂 ○ 620,892 645,146 568,974

3909.40.00 Phenolic resins フェノール樹脂（塊（不規則な形のも ○ 3,210,630 2,981,912 3,063,701

3909.50.10 Polyurethanes, elastomeric, in primary ポリウレタン（塊（不規則な形のも ○ 3,637,063 3,139,055 3,932,233

3909.50.20 Polyurethanes: cements, in primary forms ポリウレタン（塊（不規則な形のも ○ 6,728,963 15,279,083 13,527,020

3909.50.50 Polyurethanes, other than elastomeric or
   

ポリウレタン（塊（不規則な形のも ○ 1,773,660 4,775,694 8,048,824

3910.00.00 Silicones in primary forms シリコーン（塊（不規則な形のもの）、粉 ○ 27,197,271 29,864,668 68,100,800

3911.10.00 Petroleum resins, coumarone, indene, or
coumarone-indene resins and
polyterpenes,

  

石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、

クマロン－インデン樹脂及びポリテルペン

（塊（不規則な形のもの）、粉（モール

ディングパウダーを含む ） 粒 フレー

○

24,954,003 21,748,013 26,468,455

3911.90.10 Elastomeric polysulfides, polysulfones and
other products specified in note 3 to
chapter 39, nesoi, in primary forms

ポリ硫化物、ポリスルホン及びその他の合

成重合体（塊（不規則な形のもの）、粉

（モールディングパウダーを含む。）、

粒 フレークその他これらに類する形状の

○

3,767,250 3,236,921 2,940,071

3911.90.15 Specified carbodiimide or homopolymer
   

ポリ硫化物、ポリスルホン及びその他 ○ 1,291,207 1,622,726 1,220,362

3911.90.25 Thermoplastic polysulfides, polysulfones &
oth products spec in note 3, chapt 39, cont
aromatic monomer units or derived

ポリ硫化物、ポリスルホン及びその他の合

成重合体（塊（不規則な形のもの）、粉

（モールディングパウダーを含む。）、
○

9,087,124 14,062,940 17,806,106

3911.90.35 Benzenamine; and hydrocarbon novolac
cyanate ester

ポリ硫化物、ポリスルホン及びその他

の合成重合体（塊（不規則な形のも

の）、粉（モールディングパウダーを

含む。）、粒、フレークその他これら

○

0 62,696 76,110

3911.90.45 Thermosetting polysulfides, polysulfones &
oth products spec in note 3, chapt 39,
cont aromatic monomer units or derived

ポリ硫化物、ポリスルホン及びその他の合

成重合体（塊（不規則な形のもの）、粉

（モールディングパウダーを含む。）、

粒 フレークその他これらに類する形状の

○

776,082 682,508 943,752

3911.90.70 Chlorinated synthetic rubber ポリ硫化物、ポリスルホン及びその他 ○ 23,920 900 420

3911.90.90 Polysulfides, polysulfones & other products
       

ポリ硫化物、ポリスルホン及びその他 ○ 18,894,654 15,778,550 27,994,322

3912.12.00 Cellulose acetates, nesoi, in primary forms, 酢酸セルロース（可塑化したもの） ○ 202,855 184,431 142,696

3912.20.00 Cellulose nitrates (including collodions), in
 

ニトロセルロース（コロジオンを含 ○ 6,272,380 10,451,679 6,748,365

3912.39.00 Cellulose ethers, other than
    

その他のセルロースエーテル（可塑化 ○ 11,561,957 13,299,264 13,160,088

3912.90.00 Cellulose and its chemical derivatives nesoi,
  

その他のセルロース及びその化学的誘 ○ 5,391,540 2,628,680 6,904,144

3913.10.00 Alginic acid, and its salts and esters, in
 

アルギン酸並びにその塩及びエステル ○ 17,078,204 16,755,874 17,961,610

3913.90.10 Chemical derivatives of natural rubber,
   

その他の天然の重合体及び変性させた ○ 230,594 188,639 54,355

3913.90.50 Natural polymers and modified natural
    

その他の天然の重合体及び変性させた ○ 12,672,923 2,807,132 1,871,378

3914.00.20 Cross-linked イオン交換体（ポリスチレンのもの） ○ 833 235,642 51,916

3914.00.60 Ion-exchangers based on polymers of
      

イオン交換体（ポリスチレンのもの） ○ 59,061,921 46,355,925 51,548,753

3916.10.00 Monofilament with cross-section
dimension over 1 mm, rods, sticks, profile

 

プラスチックの単繊維（径が１ｍｍを超え

るもの）、棒及び形材（エチレンの重合体

のもの）

○
1,679,813 5,814,110 8,243,975

3916.20.00 Monofilament with cross-section
dimension over 1 mm, rods, sticks, profile

 

プラスチックの単繊維（径が１ｍｍを超え

るもの）、棒及び形材（塩化ビニルの重合

体のもの）

○
22,272,577 28,756,825 28,215,448

3916.90.10 Monofilament with cross-section
dimension over 1 mm, rods, sticks, profile

 

プラスチックの単繊維（径が１ｍｍを超え

るもの）、棒及び形材（その他のプラス

チ クのもの）

○
458,126 776,085 1,734,981

3916.90.30 Monafilament nesoi, of plastics, excluding
ethylene, vinyl chloride and acrylic

プラスチックの単繊維（径が１ｍｍを超え

るもの）、棒及び形材（その他のプラス

チ クのもの）

○
2,696,151 6,020,177 8,784,737

3916.90.50 Rods, sticks and profile shapes, at most
   

プラスチックの単繊維（径が１ｍｍを ○ 7,621,676 8,237,889 10,909,477

3917.21.00 Tubes, pipes and hoses, rigid, of polymers
 

エチレンの重合体製の管及びホース ○ 11,386,631 13,209,834 15,412,420



3917.22.00 Tubes, pipes and hoses, rigid, of polymers
 

プロピレンの重合体製の管及びホース ○ 5,123,404 5,006,164 5,589,414

3917.23.00 Tubes, pipes and hoses, rigid, of polymers
  

塩化ビニルの重合体製の管及びホース ○ 11,398,668 12,126,138 11,114,962

3917.29.00 Tubes, pipes and hoses, rigid, of other
 

その他のプラスチック製の管及びホー ○ 11,867,367 11,740,181 13,181,704

3917.31.00 Flexible plastic tubes, pipes and hoses,
      

フレキシブルチューブ及びフレキシブ ○ 13,671,589 13,692,500 21,238,531

3917.32.00 Tubes, pipes and hoses, of plastics, other
than rigid, not reinforced or otherwise

その他の管及びホース（継手なしのも

のに限るものとし、他の材料により補
○

88,518,998 80,232,109 93,139,740

3917.40.00 Fittings of plastics, for plastic tubes, pipes
  

プラスチック製の管用継手 ○ 93,561,238 83,024,679 96,553,075

3919.10.10 Self-adhesive plates, sheets, other flat
shapes, of plastics, in rolls n/o 20 cm wide,
light-reflecting surface produced by glass

i

プロピレンの重合体製の板、シート、フィ

ルム、はく、テープ、ストリップその他の

へん平な形状の物品（接着性を有するも

の）（幅が２０ｃｍ以下でロール状のも

○

4,460,264 4,959,876 3,704,831

3919.10.20 Self-adhesive plates, sheets, other flat
shapes, of plastics, in rolls n/o 20 cm wide,
not
having a light-reflecting glass grain surface

プロピレンの重合体製の板、シート、フィ

ルム、はく、テープ、ストリップその他の

へん平な形状の物品（接着性を有するも

の）（幅が２０ｃｍ以下でロール状のも

）

○

95,778,526 83,161,269 90,477,011

3919.90.10 Self-adhesive plates, sheets, other flat
shapes, of plastics, light-reflecting surface
produced by glass grains, nesoi

エチレンの重合体製の板、シート、フィル

ム、はく、テープ、ストリップその他のへ

ん平な形状の物品（接着性を有するもの）

（その他のもの）

○

11,906,153 11,118,507 10,046,075

3919.90.50 Self-adhesive plates, sheets, other flat
shapes, of plastics, not having a light-
reflecting

エチレンの重合体製の板、シート、フィル

ム、はく、テープ、ストリップその他のへ

ん平な形状の物品（接着性を有するもの）

（そ 他 も ）

○

134,741,679 144,567,848 155,860,490

3920.10.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not reinforced or
combined with other materials, of

l  f th l

エチレンの重合体製の板、シート、フィル

ム、はく及びストリップ（多泡性のもの並

びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使

用したもの及びこれらに類する方法により

○

113,796,923 123,248,050 150,442,887

3920.20.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not reinforced or
combined with other materials, of
polymers of propylene

プロピレンの重合体製の板、シート、フィ

ルム、はく及びストリップ（多泡性のもの

並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を

使用したもの及びこれらに類する方法によ

り他の材料と組み合わせたものを除く ）

○

56,643,362 60,925,222 61,177,322

3920.30.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not reinforced or
combined with other materials, of
polymers of styrene

スチレンの重合体製の板、シート、フィル

ム、はく及びストリップ（多泡性のもの並

びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使

用したもの及びこれらに類する方法により

他の材料と組み合わせたものを除く ）

○

5,009,610 7,553,375 8,076,096

3920.43.10 Nonadhesive plates/sheets/film/foil/strip
made imitation of patent leather, of vinyl
chloride polymers, not less 6% plasticizers

可塑剤を全重量の６％以上含む板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は

支持物を使用したもの及びこれらに類する

○

1,303,103 1,252,598 1,997,506

3920.43.50 Nonadhesive plate/sheet/film/foil/strip,
noncellular, not comb w/other materials, of
vinyl chloride polymers, not less 6%

l  

可塑剤を全重量の６％以上含む板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は

支持物を使用したもの及びこれらに類する

○

46,002,894 44,035,750 53,936,549

3920.49.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil, strip,
noncellular, not combined w/other
materials, of polymers of vinyl chloride, <
6% plasticizers

その他の塩化ビニルの重合体製の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は

支持物を使用したもの及びこれらに類する

方法により他の材料と組み合わせたものを

○

29,136,928 33,453,489 40,446,984

3920.51.10 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other
materials, of polymethyl methacrylate,
flexible

ポリ（メタクリル酸メチル）製の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は

支持物を使用したもの及びこれらに類する

○

4,222,583 1,905,242 2,378,099

3920.51.50 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other
materials, of polymethyl methacrylate, not
flexible

ポリ（メタクリル酸メチル）製の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は

支持物を使用したもの及びこれらに類する

方法により他の材料と組み合わせたものを

除く。）

○

15,103,784 17,532,039 21,097,017

3920.59.10 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other
materials, of acrylic polymers, flexible,

その他のアクリル重合体製の板、シート、

フィルム、はく及びストリップ（多泡性の

もの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持

物を使用したもの及びこれらに類する方法

○

808,137 953,942 1,070,773

3920.59.40 Transparent sheeting containing 30% or
more by weight of lead

その他のアクリル重合体製の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ

（多泡性のもの並びに補強し、薄層で

び

○

161,465 63,390 40,112

3920.59.80 Plates, sheets, film, etc, noncellular, not
reinforced, laminated, combined, of other
acrylic polymers, nesoi

その他のアクリル重合体製の板、シート、

フィルム、はく及びストリップ（多泡性の

もの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持

物を使用したもの及びこれらに類する方法

により他の材料と組み合わせたものを除

く ）

○

1,597,502 1,081,274 1,287,892

3920.61.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other
materials, of polycarbonates

ポリカーボネート製の板、シート、フィル

ム、はく及びストリップ（多泡性のもの並

びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使

用したもの及びこれらに類する方法により

他の材料と組み合わせたものを除く。）

○

5,740,448 10,129,643 18,293,484

3920.62.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other
materials, of polyethylene terephthalate

ポリ（エチレンテレフタレート）製の板、

シート、フィルム、はく及びストリップ

（多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆

し又は支持物を使用したもの及びこれらに

類する方法により他の材料と組み合わせた

○

27,180,575 29,453,752 35,582,636

3920.63.10 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other
materials, of unsaturated polyesters,
flexible

その他の不飽和ポリエステル製の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は

支持物を使用したもの及びこれらに類する

方法により他の材料と組み合わせたものを

○

1,919,150 3,660,486 2,739,755

3920.63.20 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other
materials, of unsaturated polyesters, not
flexible

その他の不飽和ポリエステル製の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は

支持物を使用したもの及びこれらに類する

方法により他の材料と組み合わせたものを

○

2,892,068 1,867,699 1,688,329

3920.69.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other

   

その他のポリエステル製の板、シート、

フィルム、はく及びストリップ（多泡性の

もの並びに補強し 薄層で被覆し又は支持

○
3,555,862 3,415,841 3,264,603

3920.71.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other

   

再生セルロース製の板、シート、フィル

ム、はく及びストリップ（多泡性のもの並

びに補強し 薄層で被覆し又は支持物を使

○
278,606 525,240 361,427

3920.73.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other

酢酸セルロース製の板、シート、フィ

ルム、はく及びストリップ（多泡性の
○

142,391 518,089 216,181

3920.79.05 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other

   

バルカナイズドファイバー製の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの並びに補強し 薄層で被覆し又は

○
194,070 62,981 91,164

3920.79.10 Nonadhesive films, strips, sheets,
noncellular, not combined with other

 

バルカナイズドファイバー製の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの並びに補強し 薄層で被覆し又は

○
65,913 106,786 71,960

3920.79.50 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other

    

バルカナイズドファイバー製の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの並びに補強し 薄層で被覆し又は

○
1,487,033 1,060,859 1,948,473

3920.91.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other

   

ポリ（ビニルブチラール）製の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの並びに補強し 薄層で被覆し又は

○
1,913,224 12,469,583 23,189,156

3920.92.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other

  

ポリアミド製の板、シート、フィルム、は

く及びストリップ（多泡性のもの並びに補

強し 薄層で被覆し又は支持物を使用した

○
1,905,113 2,201,589 4,296,784

3920.93.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other

  

アミノ樹脂製の板、シート、フィルム、は

く及びストリップ（多泡性のもの並びに補

強し 薄層で被覆し又は支持物を使用した

○
400 0 7,967

3920.94.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other

   

フェノール製の板、シート、フィルム、は

く及びストリップ（多泡性のもの並びに補

強し 薄層で被覆し又は支持物を使用した

○
1,294,567 571,420 813,564

3920.99.10 Nonadhesive film, noncellular, not
combined with other materials, of plastics

ふっ素樹脂製の板、シート、フィルム、は

く及びストリップ（多泡性のもの並びに補

強し 薄層で被覆し又は支持物を使用した

○
2,780,306 2,303,748 3,943,606

3920.99.20 Nonadhesive film, strips and sheets,
noncellular, not combined with other

ふっ素樹脂製の板、シート、フィルム、は

く及びストリップ（多泡性のもの並びに補

強し 薄層で被覆し又は支持物を使用した

○
19,223,830 19,190,231 24,713,838

3920.99.50 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, noncellular, not combined with other

   

ふっ素樹脂製の板、シート、フィルム、は

く及びストリップ（多泡性のもの並びに補

強し 薄層で被覆し又は支持物を使用した

○
3,819,581 3,569,589 4,275,756

3921.11.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
     

スチレンの重合体製の板、シート、 ○ 6,113,857 4,350,273 5,323,850

3921.12.11 Nonadhesive plates, sheets, film, foil, strip,
cellular, of polymers of vinyl chloride, with

     

塩化ビニルの重合体製のその他の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの）

○
15,162,104 16,217,171 24,026,664

3921.12.15 Nonadhesive plates, sheets, film, foil, strip,
cellular, of polymers of vinyl chloride, with

     

塩化ビニルの重合体製のその他の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの）

○
2,198,379 2,380,860 2,022,469

3921.12.19 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, cellular, of polymers of vinyl chloride,

    

塩化ビニルの重合体製のその他の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの）

○
14,936,744 12,635,298 11,240,595

3921.12.50 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, cellular, of polymers of vinyl chloride,

    

塩化ビニルの重合体製のその他の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（多泡

性のもの）

○
8,917,580 12,594,800 12,579,672

3921.13.11 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, cellular, of polyurethanes, with man-

     

ポリウレタン製のその他の板、シート、

フィルム、はく及びストリップ（多泡性の

もの）

○
1,908,589 2,275,047 1,952,146

3921.13.15 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, cellular, of polyurethanes, with man-

      

ポリウレタン製のその他の板、シート、

フィルム、はく及びストリップ（多泡性の

もの）

○
25,477,788 26,657,328 37,825,445

3921.13.19 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, cellular, of polyurethanes, combined

   

ポリウレタン製のその他の板、シート、

フィルム、はく及びストリップ（多泡性の

もの）

○
1,239,238 1,219,154 1,235,396

3921.13.50 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, cellular, of polyurethanes, not

    

ポリウレタン製のその他の板、シート、

フィルム、はく及びストリップ（多泡性の

もの）

○
33,004,067 32,192,262 49,235,777

3921.14.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
    

再生セルロース製のその他の板、シー ○ 454,615 291,296 973,626

3921.19.00 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
    

エチレンの重合体製のその他の板、 ○ 26,787,311 34,973,351 34,753,797

3921.90.11 Nonadhesive plates, sheets, film, foil, strip,
of noncellular plastics combined with

      

エチレンの重合体製のその他の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（補強

し 薄層で被覆し又は支持物を使用したも

○
52,882,622 47,820,023 53,816,279

3921.90.15 Nonadhesive plates, sheets, film, foil, strip,
of noncellular plastics combined with

      

エチレンの重合体製のその他の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（補強

し 薄層で被覆し又は支持物を使用したも

○
852,541 683,777 1,096,520

3921.90.19 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, of noncellular plastics combined with

エチレンの重合体製のその他の板、

シート、フィルム、はく及びストリッ
○

57,436,012 54,445,299 65,435,766

3921.90.21 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, of noncellular plastics combined with

    

エチレンの重合体製のその他の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（補強

し 薄層で被覆し又は支持物を使用したも

○
599,475 561,666 931,865

3921.90.25 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, of noncellular plastics combined with

     

エチレンの重合体製のその他の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（補強

し 薄層で被覆し又は支持物を使用したも

○
2,590,691 2,732,091 2,681,714

3921.90.29 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, of noncellular plastics combined with

      

エチレンの重合体製のその他の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（補強

し 薄層で被覆し又は支持物を使用したも

○
2,213,624 2,348,645 2,499,569

3921.90.40 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
     

エチレンの重合体製のその他の板、 ○ 73,314,172 75,562,907 80,755,987

3921.90.50 Nonadhesive plates, sheets, film, foil and
strip, nonflexible, nesoi, of noncellular

エチレンの重合体製のその他の板、シー

ト、フィルム、はく及びストリップ（補強

し 薄層で被覆し又は支持物を使用したも

○
17,884,424 14,079,574 13,878,886

7002.20.10 Glass rods of fused quartz or other fused
 

ガラスの棒（加工してないもの） ○ 11,893,560 16,240,101 19,390,984


	米リスト２確認用

