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中华人民共和国进境物品归类表 

中華人民共和国入境物品分類表 

中华人民共和国海关总署公告 2019 年第 63号 

中華人民共和国税関総署 2019 年第 63 号 

【实施日期】2019年 4 月 9日 

【施行日】2019年 4月 9日 

税号 

税番 

物品类别 

物品類別 

范围 

範囲 

税率 

税率 

01000000 

食品、饮料、药品 

食品、飲料、医薬

品 

食品：包括乳制品、糖制品、调味品，人参、高丽参、红参、 

奶粉及其他保健品、补品等； 

饮料：包括矿泉水、汽水，咖啡、茶，其他无酒精饮料； 

药品：包括中药酒等。 

食品：乳製品、砂糖製品、調味料、人参、高麗参、紅参、粉 

ミルク及びその他の保健品、サプリメント等； 

飲み物：ミネラルウォーター、炭酸水、コーヒー、お茶、 

その他のノンアルコール飲料を含む； 

医薬品：漢方酒など。 

13% 

国家规定减按 3%征收进口环节增值税的进口药品
注1
。 

国家規定で輸入環節増値税の徴収が 3%に減らされた輸入薬品
注 1。 

3% 

02000000 
酒 

お酒 

包括啤酒、葡萄酒（香槟酒）、黄酒、果酒、清酒、米酒、白兰地、

威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒、白酒、保健酒、鸡尾酒、利口

酒、龙舌兰、柯迪尔酒、梅子酒等用粮食、水果等含淀粉或糖的

物质发酵或配制而制成的含乙醇的酒精饮料。 

ビール、ワイン（シャンパン）、黄酒、果実酒、清酒、米酒、ブ

ランデー、ウィスキー、ウォッカ、ラム酒、金酒、白酒、保健

酒、カクテル、リキュール、テキーラ、コディル酒、梅酒など

の食料、果物などのでんぷんや砂糖を含む物質発酵または配合

したエタノール入りのアルコール飲料。 

50% 

 
注 1：:对国家规定减按 3%征收进口环节增值税的进口药品，按照货物税率征税。抗癌药品、罕见病药品定义及范围详见《关于抗癌

药品增值税政策的通知》（财税〔2018〕47 号）《关于罕见病药品增值税政策的通知》（财税〔2019〕24 号）。 

注 1：輸入薬品は、国の規定により輸入環節増値税率を 3%として課税します。抗がん剤、希少病薬品の定義及び範囲は「抗がん

剤増値税政策に関する通知」（財政税〔2018〕47 号）「希少病薬品増値税政策に関する通知」（財政税〔2019〕24 号）を参照願い

ます。 
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税号 

税番 

物品类别 

物品類別 

范围 

範囲 

税率 

税率 

03000000 
烟 

タバコ 

包括卷烟、雪茄烟、再造烟草、均化烟草、其他烟草及烟草代用

品的制品，烟丝、斗烟、水烟、烟末等。 

タバコ、葉巻、再造タバコ、均化タバコ、その他のタバコ及び

タバコの代用品を含む製品、刻みタバコ、パイプ、水タバコ、

タバコの粉等。 

50% 

04000000 

纺织品及其制成品 

紡織製品及びその

製品 

衣着：包括外衣、外裤、内衣裤、衬衫/T恤衫、其他衣着等； 

配饰：包括帽子、丝巾、头巾、围巾、领带、腰带、手套、袜子、

手帕等； 

家纺用品：包括毛毯、被子、枕头、床罩、睡袋、幔帐等； 

其他：包括毛巾、浴巾、桌布、窗帘、地毯等。 

服装：上着、ズボン、下着、シャツ/T シャツ、その他衣服など 

アクセサリー：帽子、スカーフ、スカーフ、マフラー、 

ネクタイ、ベルト、手袋、靴下、ハンカチ等。 

家庭用紡績品：毛布、布団、枕、寝袋、カーテン等。 

その他：タオル、バスタオル、テーブルクロス、カーテン、 

カーペット等。 

20% 

05000000 

皮革服装及配饰 

皮革服飾品および

アクセサリー 

包括各式皮革服装及皮质配饰。 

各種の皮革服装および皮革アクセサリー 
20% 

06000000 
箱包及鞋靴 

バッグと靴 

箱：包括各种材质的箱子； 

挎包、背包、提包：包括各种材质的挎包、背包、提包； 

钱包、钥匙包：包括各种材质的钱包、钥匙包、卡片包； 

其他：包括化妆包、包装袋（盒、箱）等。 

箱：各種材質の箱を含みます。； 

ショルダーバッグ、リュックサック、ハンドバッグ：各種の材

質のショルダーバッグ、リュックサック、ハンドバックを含む； 

財布、キーホルダ：各種材質の財布、キーホルダー、名刺入れ； 

その他：化粧袋、包装袋（箱、箱）等。 

20% 

鞋靴：包括皮鞋、皮靴、运动鞋、其他鞋靴等。 

靴（くつ）：革靴、スニーカー、その他の靴等。 

07000000 

表、钟及其配件、

附件 

腕時計、置き時計

およびその部品、

付属品 

高档手表：完税价格在人民币 10000元及以上的手表。 

高級腕時計：課税価格（申告価格）が人民幣 10000 元以上の腕

時計。 

50% 

表：包括高档手表外其他各种表； 

钟：包括座钟、挂钟、台钟、落地钟等； 

配件附件：包括各种表、钟的配件、附件。 

腕時計：高級腕時計以外の各種時計 

置時計：置き時計、掛け時計、テーブル時計、振り子時計等 

付属品：各種の時計、時計の部品、付属品等 

20% 
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税号 

税番 

物品类别 

物品類別 

范围 

範囲 

税率 

税率 

08000000 

金银、贵重首饰及

珠宝玉石 

金銀、貴金属アク

セサリーおよび宝

石 

贵重首饰及珠宝玉石（不含钻石）：包括天然或养殖珍珠、宝石或

半宝石（不含钻石），用天然或养殖珍珠、宝石或半宝石（不含钻

石）制成的物品，以贱金属为底的非镶嵌钻石的包贵金属首饰。 

貴金属アクセサリー及び宝石（ダイヤモンドを含まない）：天然

または養殖真珠、宝石または半宝石（ダイヤモンドを含まない）

から作られた製品。卑金属ベースとしたダイヤモンドがはめ込

まれてない貴金属アクセサリー等。 

50% 

钻石及钻石首饰。 

ダイヤモンドおよびダイヤモンドアクセサリー等。 
20% 

金银：包括金、银、铂等贵金属及包贵金属，贵金属及包贵金属

制的首饰（以贱金属为底的非镶嵌钻石的包贵金属首饰除外）、金

银器和其他制品。 

金銀：金、銀、プラチナなどの貴金属及び貴金属を含みもの、

貴金属及び貴金属を含むアクセサリー（卑金属ベースとしたダ

イヤモンドがはめ込まれてない貴金属アクセサリーを除く）、金

銀器及びその他の製品等。 

13% 

09000000 

化妆品、洗护用品 

化粧品 

洗顔用品 

洗顔クリーム 

化妆品：包括芳香类化妆品、唇用化妆品、眼用化妆品、指（趾）

甲化妆品、粉状化妆品和特殊功能类化妆品等； 

芳香类化妆品：香水和花露水； 

唇用化妆品：唇膏、唇彩、唇线笔等； 

眼用化妆品：睫毛膏（液、油）、眼线笔（液）、眉笔、眼影、眼

睑膏等； 

指（趾）甲化妆品：洗甲（趾）液、去指（趾）甲油、指（趾）

甲油、指（趾）甲膏等； 

粉状化妆品：粉底、粉饼、扑面粉、胭脂（粉）、腮红（粉）等； 

其他美容品或化妆品：用于消除皱纹、美化唇型的皮内注射美容

制品。 

化粧品：芳香類化粧品、唇用化粧品、目用化粧品、爪用化粧品、

粉状化粧品、特殊機能化粧品等； 

芳香類化粧品：香水と花露； 

唇用化粧品：リップクリーム、リップグロス、リップグロス等； 

目用化粧品：マスカラ（液、油）、アイライナー（液）、アイブ

ロウペンシル、アイシャドウ、マスカラ等； 

爪の化粧品：除光液（リムーバー）、マニュキュア、ネイル落と

しクリーム等； 

化粧品：ファンデーション、パウダー、パフェ、チークなど。 

その他の美容品や化粧品：しわを除去し、唇の形を美化するた

めの皮膚内注射美容品等。 

50% 

或

20% 
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税号 

税番 

物品类别 

物品類別 

范围 

範囲 

税率 

税率 
洗护用品：包括清洁用品、护肤用品、护发用品和其他洗护用品。 

清洁用品：洗面奶（乳、皂）、洁面霜（露、蜜、粉、者哩）、卸

妆水（乳、膏、液、油）、鼻贴膜、去黑头膏（液）、剃须膏（泡

沫）、磨砂膏、按摩膏、去角质膏（粉），牙膏、牙粉、牙线、漱

口水，香皂、浴液、洗手液； 

护肤用品：化妆水（含爽肤水、柔肤水、紧肤水、护肤水、收缩

水）、须后水、面霜、眼霜、日霜、晚霜、冷霜、防晒霜（油）、

晒黑油、祛斑霜、护肤膏（霜、露、乳液、喷雾）、隔离霜、面膜、

面膜膏（粉）、眼膜、颈膜、护手霜、润唇膏，痱子粉、爽身粉、

皮肤护理软膏； 

护发用品：洗/护发液、发乳、发油、发蜡、焗油膏、发胶、发泥、

定型水（啫哩、摩丝）、烫发剂、染发剂； 

其他用品：丰（美、健）乳霜、纤体霜（膏）、健美霜、紧致霜、

除臭露（剂）、精油、防蚊液等。 

ボディーケア用品：クリーニング製品、スキンケア製品、ヘア

ケア製品、その他のトイレタリー等。 

クリーニング用品：洗顔料（ミルク、石鹸）、クレンジングクリ

ーム（露、蜂蜜、粉末、ジェル）、メイク落とし（ミルク、クリ

ーム、液体、オイル）、鼻マスク、にきびクリーム（液体）、シ

ェービングクリーム（泡）、スクラブ、マッサージクリーム、角

質除去クリーム（パウダー）、歯磨き粉、歯磨き粉、デンタルフ

ロス、マウスウォッシュ、石鹸、バス、ハンドソープ等; 

スキンケア製品：化粧水（トナー、ハリ、スキンローション、

収縮水を含む）、アフターシェーブ、クリーム、アイクリーム、

デイクリーム、ナイトクリーム、コールドクリーム、日焼け止

め（オイル）、日焼けオイル、そばかす除去クリーム、スキンク

リーム（クリーム、ローション、ローション、スプレー）、バリ

アクリーム、マスク、マスククリーム（パウダー）、アイマスク、

ネックマスク、ハンドクリーム、リップクリーム、クチナシパ

ウダー、タルカムパウダー、スキンケア軟膏等; 

ヘアケア製品：シャンプー/コンディショナー、ヘアクリーム、

ヘアオイル、ヘアワックス、クリーム、ヘアジェル、ヘアマッ

ド、スタイリングウォーター（マイル、ムース）、パーマ、染毛

剤等; 

その他の備品：美容・健康クリーム、,ボディクリーム（クリー

ム）、ボディービルクリーム、引き締めクリーム、消臭剤（エー

ジェント）、エッセンシャルオイル、防蚊液等。 

50% 

或

20% 

10000000 

家用医疗、保健及

美容器材 

家庭用医療器具、

保健及び美容器具 

医疗器材：包括呼吸器具、矫形器具、夹板及其他骨折用具，血

糖计、血糖试纸、电动洗眼器、红外线耳探热针、空气制氧机、

治疗用雾化机、电动血压计、病人用拐杖、病人用轮椅等及上述

物品的配件、附件； 

保健器材：包括按摩床、按摩椅等及上述物品的配件、附件； 

20% 
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税号 

税番 

物品类别 

物品類別 

范围 

範囲 

税率 

税率 
美容器材：包括蒸汽仪、喷雾器、化妆/美容专用工具等及上述物

品的配件、附件。 

医療器材：呼吸器、矯正器具、副木及びその他の骨折用具、血

糖計、血糖試験紙、電動洗眼器、赤外線耳探熱針、酸素製造器、

治療用噴霧器、電動血圧計、患者用松葉杖、病人用車椅子等及

びこれらの部品、付属品等； 

保健器材：マッサージベッド、マッサージチェアなどの部品、

付属品等； 

美容器材：蒸気発生器、噴射器（スプレー）、化粧品/美容用品

専用具等、上記の品物の付属品、付属品等。 

11000000 

厨卫用具及小家电 

台所用品および小

型家電 

厨房用具：包括各种材料制的餐具、刀具、炊具、灶具，锅、壶、

杯、盘、碗、筷子、勺、铲、餐刀、餐叉、切菜刀、案板、削皮

刀、绞肉机、食品研磨机、搅拌器、净水器、煤气灶、煤气点火

器等；电饭煲、微波炉、电磁炉、抽油烟机、消毒碗柜、家用洗

碗机、电烤箱、面包机、豆浆机、酸奶机、榨汁机、咖啡机、制

冰机、饮水机、食品调理机、煮蛋器等厨房用具及配件、附件； 

卫生用具、洁具：包括热水器、水龙头、淋浴用具、座便器及配

件、附件等。 

小家电：包括灯具、风扇、电暖器、电热毯、电烫斗、电吹风机、

电动剃须刀、电动毛发推剪器，增湿机、除湿机、增除湿一体机、

空气清新机、家用吸尘器、扫地机器人、地板打蜡机、电动剪草

机等电器及上述物品的配件、附件等。 

台所用具：各種の材料の製作の食器、刃物、炊事道具、かまど

の用具を含んで、鍋、壺、杯、皿、お箸、スプーン、シャベル、

ナイフ、フォーク、包丁、まな板、皮削り刀、ひき肉機、食品

の研磨機、攪拌器、浄水器、ガスレンジ、ガス点火器など；電

気炊飯器、電子レンジ、電子レンジ、電気ストーブ、換気扇、

消毒器、食器棚、家庭用食器洗い機オーブン、パンマシン、豆

乳機、ヨーグルトマシン、ジューサー、コーヒーマシン、製氷

機、浄水器、食品調理機、ゆで卵器などの台所用品と付属品等； 

衛生用具、サニタリー設備：給湯器、蛇口、シャワー器具、便

器及び部品、付属品等； 

小型家電：照明器具、扇風機、電気ヒーター、電気毛布、電気

アイロン、電気ドライヤー、電気シェーバー、電気毛髪プレス、

増湿機、除湿機、増湿一体機、空気清浄機、家庭掃除機、掃除

ロボット、床ワックスがけ機、電気草刈機などの電気器具と上

記の物品の部品、付属品等。 

20% 

电话机等信息技术产品：包括固定电话机、手持移动电话机、可

视电话机、寻呼机等。 

電話機などの IT 技術製品：固定電話機、携帯電話、テレビ電

話、ポケベル等。 

13% 
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税号 

税番 

物品类别 

物品類別 

范围 

範囲 

税率 

税率 

12000000 
家具 

家具 

包括各种材料制的沙发、组合式家具、柜、橱、台、桌、椅、书

架、床、床垫、坐具等。 

各種素材のソファー、組み立て式の家具、戸棚、台、テーブル、

椅子、本棚、ベッド、マットレス、座具等 

13% 

13000000 

空调及其配件、附

件 

エアコンとその部

品、付属品 

包括空气调节器及其配件、附件等。 

エアコンとその部品、付属品等。 
20% 

14000000 

电冰箱及其配件、

附件 

冷蔵庫とその部

品、付属品 

包括各式电冰箱、冰柜、红酒柜及其配件、附件等。 

各種の冷蔵庫、冷凍庫、ワインセラー及び関連部品、付属品等。 
20% 

15000000 

洗衣设备及其配

件、附件 

洗濯機とその部

品、付属品 

包括波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、干衣机/烘干机、脱水机、家

用地毯洗涤机等及上述物品的配件、附件。 

洗濯機、ドラム式洗濯機、乾燥機、脱水機、家庭用絨毯洗濯機

等およびと上記の部品、付属品。 

20% 

16000000 

电视机及其配件、

附件 

テレビとその部

品、付属品 

包括各式电视机、电视收音联合机、电视收音录音联合机、电视

录像联合机等及上述物品的配件、附件。 

各種テレビ、テレビとチューナー一体機、テレビとチューナー、

録音一体機、テレビとレコーダー（録画）一体機等および上述

の部品、付属品。 

20% 

17000000 

摄影（像）设备及

其配件、附件 

カメラとその部

品、付属品 

包括电视摄像机、照相机（数字照相机除外）、照相制版机、放

大机，胶卷、胶片、感光纸、镜箱、闪光灯、滤色镜、测光

表、曝光表、遮光罩、水下摄影罩、半身镜、接镜环、取景

器、自拍器、洗像盒、显影罐等。 

監視カメラ、カメラ（デジタルカメラを除く）、写真製版機、拡

大機、フィルム、ネガ、感光紙、ミラーボックス、フラッシュ、

フィルター、測光表、露出表、カバー、水中撮影カバー、上半

身鏡、接写輪、ファインダー、セルフタイマー、像容器、現像

タンク等。 

20% 

视频摄录一体机、数字照相机、存储卡等信息技术产品。 

ビデオレコーダー、デジタルカメラ、メモリカードなどの情報

技術製品。 

13% 

18000000 

影音设备及其配

件、附件 

AV 機器とその部

品、付属品 

包括录音笔、录音机、收音机、MP3播放机、MP4播放机、收录音

机、数码录放音器、电唱机、激光电唱机、放像机、录像机、激

光视盘机、（单）功能座、音箱、自动伴唱机、卡拉 OK混音器等

及上述物品的配件、附件。 

ボイスレコーダー、テープレコーダー、ラジオ、MP 3 プレーヤ

ー、MP 4 プレーヤー、ラジカセ、デジタルビデオレコーダー、

レコードプレーヤー、レーザープレーヤー、ビデオレコーダー、

レーザービデオデッキ、機能台、スピーカー、自動バックプレ

ーヤー、カラオケミックスなどと上記の物品の付属品、付属品。 

20% 
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税号 

税番 

物品类别 

物品類別 

范围 

範囲 

税率 

税率 
耳机及耳塞机，磁盘、磁带、光学媒体、半导体媒体以及其他影

音类信息技术产品。 

イヤホンとイヤホン、磁気ディスク、磁気テープ、光学メディ

ア、半導体メディア及びその他の AV 情報技術製品。 

13% 

19000000 

计算机及其外围设

备 

コンピュータとそ

の周辺機器 

包括个人计算机及其存储、输入、输出设备和附件、零部件。 

パソコンおよび記憶メディア、入出力機器と付属品、部品。 
13% 

20000000 

书报、刊物及其他

各类印刷品 

新聞・刊行物その

他各種印刷物 

包括书报、刊物及其他各类印刷品。  

新聞・刊行物その他各種印刷物。 
13% 

21000000 
教育用影视资料 

教育用映像データ 

包括教育专用的电影片、幻灯片，原版录音带、录像带、磁盘、

磁带、光学媒体、半导体媒体、唱片，地球仪、解剖模型、人体

骨骼模型、教育用示意牌等。 

教育用の映画、スライド、オリジナルテープ、ビデオテープ、

磁気テープ、光学メディア、半導体メディア、レコード、地球

儀、解剖モデル、人体骨格模型、教育用の案内板等。 

13% 

22000000 

文具用品、玩具、

游戏品、节日或其

他娱乐用品 

文房具用品、玩

具、ゲーム用品、

休日及びその他の

娯楽用品 

文具用品：包括各种书写用具及材料、照像簿、集邮簿、印刷日

历、月历、放大镜、望远镜、绘图用颜料、装订用具、誊写钢板

等各种文具用品。 

文具用品：各種の筆記用具と材料、写真帳、切手収集簿、印刷

カレンダー、カレンダー、ルーペ、望遠鏡、製図用絵の具、製

本用具、転写鋼板などの各種文房具用品等 

20% 

文具类信息技术产品：电子计算器、电子字典、记事簿、电子（纸）

书。 

玩具：包括三轮车、单脚滑行车、踏板车及类似的带轮玩具；玩

偶车；玩偶；缩小（按比例缩小）的模型及类似娱乐用模型；智

力玩具等及上述物品的零件及附件。 

游戏品（视频游戏控制器及设备、桌上或室内游戏用品）：包括电

子游戏机和视频游戏控制器、扑克牌、中国象棋、国际象棋、跳

棋等棋类用品、麻将及类似桌上游戏用品等，及其上述游戏的零

件、附件。 

节日或其他娱乐用品：包括圣诞节、狂欢节等节日用品、魔术道

具及嬉戏品等。 

文具類情報技術製品：電子計算機、電子辞書、手帳、電子（紙）

書籍 

玩具：三輪車、キックボード、スクーター及び類似の車輪付き

玩具、人形車、縮小した模型及び類似の娯楽用模型、知力玩具

等及び上記の部品及び付属品。 

ゲーム製品（ビデオゲームコントローラと設備、テーブルまた

は室内ゲーム用品）：電子ゲーム機とビデオゲームコントロー

13% 
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税率 
ラ、トランプ、中国将棋、チェス、将棋、麻雀及び類似のテー

ブルゲーム用品等、および上述の部品や付属品。 

祝日またはその他の娯楽用品：クリスマス、カーニバルなどの

祝日用品、マジック道具及び遊戯品等。 

23000000 

邮票、艺术品、收

藏品 

切手、芸術品、コ

レクション品 

包括中国大陆及境外各种邮票、小型张、纪念封等，纪念币，以

及艺术品、收藏品。 

中国大陸及び海外の各種切手、小型張、記念シールなど、記念

貨幣、及び芸術品、収集品。 

20% 

24000000 
乐器 

楽器 

包括各种键盘类、弓弦类、拨弦类、打击类、管乐类等乐器及节

拍器、音叉、定音器等器具及上述乐器的配件、附件。 

各種のキーボード類、弦類、弦楽器類、打楽器類、管楽類など

の楽器及びクロノメータ、音叉、定音器などの器具及び上記の

楽器の部品、付属品。 

20% 

25000000 

运动用品、钓鱼用

品 

運動用品、釣り具 

高尔夫球及球具：包括高尔夫球杆和高尔夫球。 

ゴルフボールおよびゴルフ用具：ゴルフクラブ、ゴルフボール

等。 

50% 

除高尔夫球以外各种球类，各种健身器具、航空和航海模型、钓

鱼用品等，一般体育活动、体操、竞技、游泳、滑冰、滑雪及其

他户内外活动用具及其配件、附件。 

ゴルフ以外の各種のボール類、各種のフィットネス器具、航空

機、船舶模型、釣り用品等、一般的なスポーツ活動、体操、競

技、水泳、スケート、スキー及びその他の各家庭内の活動用具

の部品、付属品。 

20% 

26000000 
自行车 

自転車 

包括不带发动机、电动机的自行车、三轮脚踏车、婴孩车及其他

非机动脚踏车，及上述物品的配件、附件。 

エンジン、モーターを持たない自転車、三輪自転車、ベビーカ

ーその他の非自動自転車、及び上記の物品の部品、付属品。 

20% 

27000000 
其他物品 

その他部品 

其他不能归入上述类别的物品。 

上記のカテゴリには入らない物品。 
20% 

 


