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１．日タイ協定附属書二 主な改正点

日タイ協定HS2017 のご利用を開始します

日・タイ経済連携協定(以下「日タイ協定」)の附属書二（第三章関係）品目別規則（以下「品目別規則」）が改正され、

2022年1月1日に発効いたします。これに先立ちJAFTASでは2021年11月1日より改正後の品目別規則での原産資格調査を

スタートさせます。ただし本改正に関する具体的な運用指針には未確定な部分があり、今後の関係各所の動向により変わる

可能性がございます。万が一運用に変更が生じた場合は、JAFTASサポートデスクより速やかにお知らせ致しますので、何卒ご理解

賜りますようお願い申し上げます。

2021/11/1より JAFTASで

➢ HSコード
➢ 品目別原産地規則

それに伴い、一部品目において以下の変更の可能性があります。

附属書二（第三章関係）品目別規則 第一節一般注釈(e)を参照

各品目のHSコードを
HS2002 ⇒ HS2017 へコンバージョン(変換)し、
さらに品目別規則をクリアしているか確認が必要です！

2022年1月1日より、日タイ協定における採用HSコードのバージョンが

HS2002 ⇒ HS2017 へ変更となります。

２．JAFTASでの移行対応

♦ 2021年11月1日に改正後のPSRを「日タイ経済連携協定２０１７」
(協定コードは「TX」となります)としてJAFTASへ追加します。*¹

♦ 過去に「日タイ協定(HS2002)」の依頼を受領している場合、同一の調
査対象品の依頼を「日タイ経済連携協定２０１７」で再度受領する可
能性がございます。その場合、改正後も原産性を維持しているかどうかご確
認が必要です。

日タイ経済連携協定*²

2022/1/1

日タイ経済連携協定

2021/11/1

日タイ経済連携協定２０１７

移行期間

*1 2021/11/1~2021/12/31の移行期間は、「日タイ協定」と「日タイ協定2017」の両方をご利用いただけます。協定コードが「TH」から「TX」へ変更となります、インポート時はご留意ください。

*2 過去にJAFTASで「日タイ協定」にて作成した調査ID・依頼ID・回答IDの内容は 2022年1月以降も閲覧いただけます。

♦ HS2002⇒HS2017のコンバージョン(変換)は下記よりご確認ください
https://unstats.un.org/unsd/trade/classifications/tables/HS2017toHS2002Convers
ionAndCorrelationTables.xlsx (UN TRADE STATISTICS>Correspondence Tablesより)

2022/1/1以降は、HS2017の調査結果に
基づきC/Oが発給されるようになります。
2022/1/1を過ぎて回答がお済でない「日タイ
協定(HS2002)」の調査がございましたら、依
頼者とご相談のうえ依頼の取下または差戻を
ご検討ください。

https://unstats.un.org/unsd/trade/classifications/tables/HS2017toHS2002ConversionAndCorrelationTables.xlsx
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HSコード 品目別規則（改正前） 品目別規則（改正後）

722550 CTSH 又は VA40％ CTH 又は VA40％

722591 CTSH 又は VA40％ CTH 又は VA40％

722592 CTSH 又は VA40％ CTH 又は VA40％

722599 CTSH 又は VA40％ CTH 又は VA40％

品目別規則が変化しているHSコードの例

3-1. 初めて依頼を受領する品番の場合

新規案件の場合は、通常通りのフローでJAFTASの操作を進めてくだ
さい。

3-2. 過去に回答済の品番であった場合

過去に「日タイ協定」で回答済の品番を「日タイ協定2017」で再度
受領した場合は、新たに調査を作成し改正後の品目別規則を満たし
ているか確認が必要です。その際、「原産資格調査 複製」機能を利
用すると、生産情報や構成品情報を入力する手間を省くことができま
すのでぜひご活用ください。

「日タイ協定2017」においても、
原産性は維持できていますか？

♦ 調査対象品のHSコードが変わり、適用される品目別規則
が変わる可能性があります。

♦ HS2002⇒HS2017でHSコードが変わらなくても、品目別
規則が改正されている場合があります。

♦ CTC判定の場合、HS2017への変換後に、調査対象品と
構成品の間とで求められるレベルでのHSコードの変更が起
こらなくなる可能性があります。

♦ 原産材料として扱っている構成品についても改正の影響を
受ける可能性があります。改めて依頼を作成し原産性をご
確認ください。

【「原産資格調査 複製」機能について】

♦ 過去に作成した調査IDを複製する機能です。

♦ 過去に調査を行った「日タイ協定」の調査内容をコピーし、
「日タイ協定2017」用に新規で調査IDを作成することが
できます。*⁴

♦ 複製後の新規IDに登録されている構成品のHSコードは、
複製元と同じくHS2002です。必ずHS2017へ変更する
ようにしてください。

*3  新規・定期原産性維持確認・再依頼のいずれかを表示します。詳細は操作マニュアルA) 回答の機能 A1)をご参照ください。

*4  複製元の調査IDで作成した構成品の依頼IDは引き継がれません。

【原産資格調査のポイント】

下記3点に変更がないかご確認ください。

過去原産資格調査ID
(D0000000AAA)

原産資格調査ID
(D0000000BBB)

過去回答ID・日タイ協定
(A000000AAA)

回答ID・日タイ協定2017
(A000000BBB)

原産資格調査 複製

☐ 調査対象品のHSコード

☐ 適用する品目別原産地規則

☐ 構成品のHSコード

【日タイ協定にて、過去に日商へ原産品判定を行っている場合】

「日タイ協定2017」にて原産性が維持されていることを確認できましたら、日商へお手続きいただくことで以前の判定番号をそのまま
利用することができます。手続きの詳細は「 第一種特定原産地証明書発給システム」のHPにてご確認ください。

日・タイ経済連携協定附属書二及び運用上の手続規則の改正に伴う 2017年版HSコードでの判定審査の対応等について

３．「日タイ経済連携協定2017」の依頼を受領したら

コピー

新規と再依頼を見分けるポイント

♦ 左記3-1、3-2のいずれの場合も、「日タイ協定
2017」にて依頼を受領した際の区分*³は新規となり
ます。

♦ 3-2に該当する依頼の場合は、依頼情報のメッセー
ジ欄へその旨ご記載いただくよう、依頼者の皆様へはご
協力をお願いしております。

♦ 3-2に該当する依頼の場合で、納品先より進め方の
リクエストがあるようでしたら、納品先とご相談のうえご
対応ください。

・「日タイ協定」のD0000000AAAをコピーし、新規IDを作成します。

・複製後は、構成品のHSコードをHS2002⇒HS2017へ変更してください。HS2002の構成品
が含まれたまま「原産資格判定」ボタンを押下すると、下記のようなエラーメッセージが出ます。
「HS〇〇〇〇は日タイ経済連携協定2017には存在しません」

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/A%EF%BC%89%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf＝page#8
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/20211005thai_hs.pdf
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クリックすると「原産資格調査複製 選択」のポップアップが出てきます。
コピーしたい過去の調査ID、HSコード、自社品番で検索をし、選択後、「OK」を押してください。

原産資格調査複製 選択

過去に作成した原産資格調査の内容をコピーし、新しい原産資格調査を作成することが出来ます。コピーする原産資格調査を下記から選択してください。

調査ID HSコード 自社品番

検索

調査ID 協定 HSコード 品番 品名(英) ステータス

D000000XXX1 日タイ経済連携協定 870899 723872416 COVER 調査完了

D000000XXX2 日EU経済連携協定 870880 352-75131 CLAMP 調査中

D000000XXX3 日タイ経済連携協定 840991 486215227 CAMSHAFT 調査完了

OKキャンセル

原産資格調査(D)編集画面に進みます。
構成品のHSコードをHS2017へ変更し、原

産資格調査をすすめてください。

原産資格調査(D)のマニュアル

原産資格調査(D)が完了したら調査回答・
回答送信(A)の回答を依頼者に送信して
完了です。

依頼者への回答送信手順のマニュアル

調査依頼を受信したら
調査回答・回答送信(A)
受付画面へ進んでください。

調査内容の欄に必要
事項を入力し、「受付」
ボタンをクリックしてください。

受付が完了し、調査回答・
回答送信(A)詳細画面へ
と移ります。

調査内容

品番※

品名(英)※

仕入先※

受付一覧へ戻る

内製品を選択

１ ２ ３

▶ 調査回答・回答送信 (A)

ダッシュボード

受付前 20

一覧
ステータスが「確認中」になった
ことを確認しましたら、画面を
スクロールし最下部にある
「原産資格調査 複製」
ボタンをクリックしてください。

原産資格調査 複製

※一部画面表示を簡易的にしております

4．原産資格調査 複製の使い方

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/D%EF%BC%89%E5%8E%9F%E7%94%A3%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/A%EF%BC%89%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf#page=30
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5．JAFTAS出力書類の表記について

♦日タイ協定で判定をした場合

・ 改正前の附属書二（HS2002）での判定
・ 対比表・計算WSの協定名には「日タイ経済連携協定」と記載

♦日タイ協定2017で判定した場合

・ 改正後の附属書二（HS2017）での判定
・ 対比表・計算WSの協定名には、「日タイ経済連携協定２０１７」と記載

【対比表・計算ワークシート】

♦日タイ協定で判定をした場合

・ 改正前の附属書二（HS2002）での判定
・ サプライヤー証明書の誓約文には「日タイ経済連携協定」と記載

♦日タイ協定2017で判定した場合

・ 改正後の附属書二（HS2017）での判定
・ サプライヤー証明書の誓約文には「日タイ経済連携協定２０１７」と記載

【サプライヤー証明書】
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ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ の

モノづくり

その先へ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 国際ビル

https://jaftas.jp/

03-5219-8761

jaftas_support@tktc.co.jp

お気軽にお問合せください JAFTASサポートデスク

平日 10:00 〜 17:00(12:00 〜 13:00を除く)

https://jaftas.jp/

