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COVID-19 ワクチンに関連する関税優遇措置 
 

財務大臣は、COVID-19 ワクチンの関連物品の輸入に関する関税優遇措置につ

いて規定する規則 No.PMK-1881 を公布しました。 

 

適用物品の範囲 

 

PMK-188では、ワクチン自体、ワクチン製造に使用する原材料およびワクチン製

造/処理に必要な機器を対象範囲として規定しています。 

 

優遇措置 

 

PMK-188では、上記の対象物品の海外若しくは保税物流センター (BLC) からの

輸入関税および第 22条輸入前払い税の免除ならびに付加価値税 (VAT)/奢侈品

販売税 (LST) の不徴収を規定しています。 

 

また PMK-188では、上記の措置は下記に該当する物品に適用するとしています。 

a. 保税区 (BZ) 又は保税倉庫 (BW) から輸入される 

b. 自由貿易区 (FTZ) 又は経済特区 (SEZ) から輸入される 

c. 輸出目的の輸入優遇措置の適用が認められた企業 (Kemudahan Impor 

Tujuan Ekspor/KITE) から輸入される 

 

BZ、BW、FTZ、SEZおよび KITE適用企業からリリース又は引き渡しがされるワク

チンについて、当該優遇措置を適用する事業者は、従来徴収されなかった原材料

にかかる輸入関税 (反ダンピング関税等を含む)、物品税、輸入税および/又は国内

VATを納付する必要はありません。換言すると、本来適用されるはずの関税又は

租税についてのクローバック（租税徴収）はありません。 

 

適用申請手続き 

 

当該優遇装置は特定当事者、つまり中央政府、地方政府および保健省から指示又

は任命を受けた法人又は非法人によって実施される輸入に適用されます。当該物

品を受領する当事者は、免除の承認を申請しなければなりません。 

 
1 財務大臣規則 No.188/PMK.04/2020 (PMK-188) ：2020年 11月 26日付け公布、同日発効。 
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申請書と必要添付資料 (物品の数量と種類の詳細、推薦状、保健省からの任命書

等) はナショナルシングルウィンドウシステムを通じて電子的に提出されなければな

りません。当該システムに問題があれば、申請書と必要資料は直接手渡しによって

提出することができます。 

 

要件審査の後、税関署長は、申請書類等が電子的に提出された場合はその提出

から 3営業時間内に、手作業で提出した場合はその提出から 3営業日以内に決

定書 (承認又は却下の決定) を発行します。 

 

緊急サービス（ラッシュハンドリング）による物品のリリース 

 

PMK-188では、税関エリアからの輸入物品のリリース（通過）は、緊急サービス (ラ

ッシュハンドリング) を通じて即時に実行できるとしています。これを適用する場合、

当事者は申請書を提出し、輸入税額に相当する保証金を納めることで、適用を申

請することができます。当該サービスは、文書チェックのみが行われ、物理的な検

査は実施されません。 

 

モニタリングと評価 

 

税関職員は、関税調査を含む当該優遇措置の適用に関するモニタリングと評価を

実施します。 

 

納税者が当該優遇措置を誤って利用した場合、税関職員が、支払い義務のある輸

入関税、物品税および輸入税を徴収し、同時に以下の行政制裁を課します。 

• 支払義務のある輸入関税の最低 100%から最高 500%の罰金 (物品税法およ

びその他税法に基づくその他の制裁を含む)、並びに 

• 納税者の税関へのアクセスを 1年間禁止 
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