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Brexit 移行期間終了後、英国の輸入手続きが開始されます 

英国への輸入手続き（2021 年 1 月 1 日以降） 
2020 年 6 月 12 日、英国政府は Brexit 移行期間の延長を行わないことを決定し、EU から英国に持ち込まれる物品に対して 2021 年

1 月 1 日から段階的に国境管理を開始することを発表しました。英国歳入関税庁（HMRC）は、今後 2 億 500 万件の輸出入通関申

告が追加で発生し、5 万人の税関職員が新たに必要となると試算しています。今後の導入スケジュールは下記の通りです。 

 

 

 

 

基本情報 

Brexit 移行期間終了後、EU から英国への物品の移動は「輸入」になります。これに伴い、以下を念頭に置く必要があります。 

 

 物品が英国に持ち込まれた場合「輸入」となり、通関手続きにかかる遵守義務が発生する。 

 物品が英国で通常 VAT の対象となる場合、輸入 VAT も課税される。 

 物品が関税の課税対象となっている場合は、所定の関税を支払う必要がある。 

 

EU から英国へ輸入を行う事業者は、英国税関に通関申告書を提出することが義務付けられます。事業者が通関申告書を提出する

際、事業者に代わって申告書を作成・提出する通関業者（Customs Compliance Provider）を指名します。通常、申告書の提出に

かかる費用は申告 1 件あたり£15 から£55 になりますので、該当する事業者はそのコスト増を考慮しておく必要があります。 

 

 英国の通関プロセス（EU から英国へ輸入する場合） 

2021 年 1月 1 日から 3 月 31 日 

 

英国へ輸入を行う事業者は、十分な税

関記録を保管するなど最低限の税関要

件を満たす必要があるものの、税関申告

書提出期間を最大 6 カ月猶予され、税

関検査はハイリスクとみなされる貨物にの

み実施される。関税の支払いを税関申告

書が提出されるまで延期できる。 

2021 年 4月 1 日以降 

 

動植物検疫が開始される。 

英国へ動植物由来製品、規制された植

物及び植物製品の輸入を行う場合は、

必要な健康証明書を提出する必要があ

る。 

2021 年 7月 1 日以降 

 

全面的に国境管理が実施される。 

英国へ輸入を行う事業者は、輸入時に税

関申告書を提出し、適用される関税を支

払う必要がある。（※アイルランド及び北

アイルランドに関する議定書に基づき、英

国ー北アイルランド間の物品の移動につい

ては、特定の規則が適用される。） 

輸出国税関が輸出申告書を確

認する。（EORI 番号を含む） 

輸送業者が輸出サマリー

申告（Exit Summary 

Declaration）を提出す

る。 

輸出通関申告を行う。 

（通常、2～3 時間以上前） 

危険品や動植物由来の製品

など規制対象物品の場合は、

追加手続きが発生する場合が

ある。 

輸送業者が輸入 

サマリー申告

（Entry Summary 

Declaration）を 

提出する 

英国税関が輸入通関申告書を確認する。

（EORI 番号を含む） 

通関業者（Customs Compliance Provider）

英国税関に輸入通関申告書を提出する。 

場合により税関検査が実施される。危険品や

動植物由来の製品など規制対象物品の場

合は追加手続きが発生する場合がある。 

輸出 輸入 

（注） 



 

 
 

英国輸入者として確認すべき重要項目 

輸入を行う事業者が確認しておきたい項目を以下の通りまとめました。Brexit 移行後に向けて一度チェックしてみてください。 

 

輸入業務体制の確立 

英国の EORI （Economic Operator Registration and Identification）番号を取得する。  

税関申告書に記載する情報を収集する体制を確立する。（例：製品分類、価格、原産地など）  

輸入申告者を決定する。英国に法人がない事業者は、代理人（Indirect Representative）を任命する必要

がある。 

 

必要に応じて、通関簡易手続制度（Customs Freight Simplified Procedures）を申請する。  

関税繰延口座（Duty Deferment Account）及び包括担保（Customs Comprehensive Guarantee）の

要件を確認する。 

 

通関業者（Customs Compliance Provider）を決定する。  

輸入貨物にかかる契約条件とインコタームズを見直して、義務とリスクがどこに発生するか明確にする。  

関税及び関税制度 

関税支払額を把握する。  

新たに発生する通関コンプライアンスを遵守するためのコストを把握する。  

FTA における原産地規則を調査し、輸入する物品が特恵関税を適用できるかどうかを確認する。  

税関手続の特例を活用できるかを検討する。  

特殊関税措置がサプライチェーンに与える影響を確認する。 

（例：ダンピング防止税、相殺関税及びセーフガード） 

 

関連要件 

従来 VAT にかかる EU の簡素化措置に依存していた手続きを見直す。（英国の VAT 登録要件含む）  

物品税対象物品を英国に輸入する場合は、コンプライアンス要件を確認する。  

動植物由来製品に対する衛生植物検疫措置のコンプライアンス要件（必要に応じて事前通知、健康証明書

及び獣医学的検査を含む）を確認する。 

 

規制対象物品を輸入する場合には、コンプライアンス要件を確認する。  

関税ガバナンス 

通関業者（Customs Compliance Provider）の管理体制を確立する。  

輸入業務にかかる社内管理・教育体制を見直し、強化する。  

 

  



 

 
 

通関手続きを簡易化できる制度 

Customs Freight Simplified Procedures（CFSP） 
通関簡易手続制度（Customs Freight Simplified Procedures：CFSP）を

活用することで、スピーディに輸入することができます。CFSP を利用する場合、通関

業者（Customs Compliance Provider）を通じて、簡易申告書を提出するこ

とで関税納付を延期することができ、より詳細な通関申告書（補足宣言）と猶

予されている関税は、輸入した日の翌月第 4 営業日までに提出・納付することに

なります。これはキャッシュフローの最大化にも繋がります。 

 

AEO（Authorized Economic Operator） 
輸出入件数が膨大である場合、AEO（Authorized Economic Operator）事業者となることで通関手続き上のメリットを得られま

す。AEO 認定を受けた事業者は、検査頻度の減少など通関の迅速化、及び輸入者に要求される担保の一部免除の優遇を受けること

ができます。 

 

AEO 事業者になるためには、英国歳入関税庁（HMRC）に対して適切な輸出入プロセスと管理体制が実施されていることを示す必

要があります。AEO 資格は、通関手続き簡素化の優遇を受けるもの (AEOC) とセキュリティ面での税関審査・検査削減などの優遇を受

けるもの (AEOS) があり、異なる要件が求めらます。なお、この承認プロセスには最大 5 カ月を要します。 

 

税関手続の特例 
最終消費地に向かう途中で英国を通過したり、英国外で販売される前に加工や修理のために英国内を移動したりする等、英国宛でない

物品が英国内に入る場合があります。また、英国で販売する前に一定期間保管されることがあります。 

 

状況に応じて税関手続の特例を利用することで、関税や輸入 VAT の支払いを削減、延期、または回避することができ、キャッシュフローに

プラスの影響を与える可能性があります。 

 

 

上記のような税関手続の特例は、関税の支払いを担保するための、金融保証である包括担保 （Customs Comprehensive 

Guarantee）を事業者に要求しています。包括担保（Customs Comprehensive Guarantee）の承認は、税関手続の特例の承認よ

りも時間がかかる場合があります。英国歳入関税庁（HMRC）は、移行期間終了時にこの要件を緩和するかどうかを現在検討している

段階です。(ただし、移行期間中に行われる申請には包括担保（Customs Comprehensive Guarantee）が必要です。)。 

 

コモン・トランジット・コンベンション（CTC） 

 

コモン・トランジット・コンベンション（CTC）

を採択している国が仕向地の場合は、通

関手続き（関税の支払を含む）を関税

領域への入国地点ではなく、物品の仕出

地で行うことが可能になります。例えば、物

品がフランスから英国を経由してアイルラン

ドに移動する場合、英国への輸入時に通

関手続きを行う必要はありません。しかし、

英国で物品が荷卸しされる場合には、その

物品を保税倉庫に保管するための税関手

続を行わない限り、CTC を使用することは

できません。 

再輸出加工 

 

英国での加工のために物品を輸入する場

合、再輸出加工減免措置を利用して関税

の支払いを猶予することができます。（原則

として加工後、英国外に輸出する必要があ

ります。） 

 

保税倉庫 

 

物品への重大な変更（重要な保守作業

を除く）を予定していない場合は、その物

品が必要になるまで保税倉庫に保管でき

ます。物品を倉庫から搬出するまで、関税

や輸入 VAT を支払う必要はありません。 

 

CFSP の承認を受ける条件は以下の通りです。 

 

 英国で設立された事業者である。 

 申請者は、財務的に余裕があり、 

CFSP を適用する能力がある。 

 金融保証が提示されなければならない。 

 

CFSP の承認プロセスには最大 5 カ月を要します。 

 



 

 
 

 制度・手続き別の HMRC 承認所要時間（目安） 

 

関税額算出に必要な３大要素 

 

英国へ輸入を行う事業者は関税額の算出に必要な情報を管理する必要があります。 

Brexit 移行期間終了後の税関コンプライアンスと適切な関税納付のため、事業者はデータの品質とシステムの構築を目指して早めに対応

を開始することが極めて重要です。 

 

通関手続きにおいて考慮すべきこと 
英国へ輸入を行う事業者は以下の要素についても考慮する必要があります。 

物品税対象品の輸入 

英国歳入税関庁（HMRC）は、物品税対象物品（Excise 

goods／石油、アルコール、タバコ等）に対する管理を厳格化する

ため、独自の物品移動管理システム （EMCS）を構築する予定で

す（物品税対象物品は、英国に到着した際（保税倉庫に保管さ

れるものについては倉庫から搬出する際）、物品税を支払う義務が

発生します）。 

60 日間 

90 日間 

120 日間 

輸入 VAT の支払いと回収 

英国歳入税関庁（HMRC）は、2021 年 1 月１日から、輸入

VAT の延期会計（postponed import VAT accounting）と呼

ばれる新制度を導入する予定です。VAT 登録をしている事業者

は、新制度により、輸入 VAT の支払いと（VAT 還付による）回

収が可能になり、輸入 VAT の支払いと回収がキャッシュフローに影

響を及ぼさないようになることは、企業にとってキャッシュフロー上のメ

リットとなり得ます。 

動植物由来製品の輸入 

特定の動物、植物及び関連製品（例：乳又は卵の含有量が高

い物品など）には、人、動物又は植物の生命を感染及び疾病の

危険から保護するための衛生植物検疫措置（SPS）が適用され

ます。このような製品を輸入する際は、検疫所への事前の届出等が

必要となる場合があります（EU からの輸入については 2021 年 4

月 1 日から適用されます）。 

 

規制対象製品 

化学品、化粧品、自動車部品などの規制対象製品は、英国内へ

の輸入にあたり、国内の規制要件を満たす必要があります（今

後、さらに追加的な義務が発生する可能性があります）。 

 

申告価格 

 

これにより関税の課税価格が決定されま

す。申告物品の関税評価は通常その物

品に支払われた価格に基づき、輸送費、

保険料、ロイヤルティーなどの要素によって

調整が行われます。グループ企業間での

売買の場合、課税価格は取引価格と同

様ではない場合があります。 

 

原産地 

 

原産地規則に基づき、関税法上の原産

地が決定されます。自由貿易協定の恩

恵を受けるためには定められた原産地要

件を満たす必要があります。したがって、た

とえ英国-EU 間で自由貿易協定が締結

されても全ての物品が無税となるわけでは

ありません。 

 

関税分類 

 

輸入する物品にかかる税率を決定するた

めに使用されます。 

英国は特恵関税を適用しない場合に用

いる、英国独自の関税率表「UK グローバ

ルタリフ」を公表しました。 

5 日間 

※CCG が必要な手続きはリードタイムが長くなることがあります。 

120 日間 

120 日間 

120 日間 

60 日間 

60 日間 
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