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韓国 貿易管理制度 輸入品目規制 植物防疫法施行規則 

 [別表1]＜改正2019年8月26日＞ 

  

輸入禁止植物・禁止地域および禁止病害虫（第4条第1号イ目および第12条第2項関連） 

禁止植物 禁止地域 主な禁止病害虫 

1. 稲・もみ殻・稲わらとその

加工品（もみ殻を剥いた米 

は除く） 

－世界全地域（日本および台湾を除く。） イネクキセンチュウ 

[Ditylenchus angustus] 

バランシア・オリゼー 

[Balansia oryzae-sativae] 

2.生果実、結実植物の生

果実、マメ科植物の枝豆

類（ココナッツ、未成熟バ

ナナは除く） 

－品目別に次の輸入許容地域を除いた世

界全地域 

チチュウカイミバエ 

[Ceratitis capitata] 

-Ceratitis quinaria 

-Ceratitis rosa 

-Bactrocera aquilonis 

-Bactrocera carambolae 

-Bactrocera correcta 

ミカンコミバエ種群 

[Bactrocera dorsalis species 

complex] 

-Bactrocera halfordiae 

-Bactrocera jarvisi 

-Bactrocera latifrons 

-Bactrocera ｎeohumeralis 

-Bactrocera papayae 

-Bactrocera tau  

-Bactrocera trivialis 

クインスランドミバエ 

[Bactrocera tryoni]  

-Bactrocera tuberculata 

ウリミバエ 

[Bactrocera cucurbitae] 

日本のオレンジバエ（ミヤケ） 

[Bactrocera tsuneonis]  

-Bactrocera umbrosa  

-Bactrocera zonataミナミアメ

リカミバエ 

[Anastrepha fraterculus] 

メキシコミバエ 

[Anastrepha ludens] 

カリブミバエ 

[Anastrepha suspensa] 

品目別 輸入許容地域 

柿 [米国]ハワイ州、テキサス州お

よびフロリダ州を除く全地域 

[日本]全地域 

[ニュージーランド]全地域 

ぶどう [米国]ハワイ州およびテキサ

ス州を除く全地域  

[日本]全地域 

[ニュージーランド]全地域 

キウイフル

ーツ

（Actinidia 

chinensis, 

Actinidia 

deliciosa) 

[米国]ハワイ州を除く全地域  

[日本]全地域 

[ニュージーランド]全地域 

さるなしの

実

(Actinidia 

arguta) 

[ニュージーランド]全地域 

グレープ

フルーツ 

[米国]ハワイ州、テキサス州お

よびフロリダ州を除く全地域 

[日本]九州、琉球列島および

四国を除く全地域 

みかん 

レモン 

[米国]ハワイ州、テキサス州お

よびフロリダ州を除く全地域 

[日本]九州、琉球列島および

四国を除く全地域 

[ニュージーランド]全地域 

ライム [米国]ハワイ州、テキサス州お

よびフロリダ州を除く全地域 
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禁止植物 禁止地域 主な禁止病害虫 

柚子 [日本]九州、琉球列島および

四国を除く全地域 

-Anastrepha serpentina 

-Anastrepha obliqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甘柿 

かぼちゃ 

[日本]全地域 

[ニュージーランド]全地域 

ドリアン [タイ]全地域 

さくらんぼ  

苺 

[日本]全地域 

トマト ［日本］与那国島を除く全地域 

アボカド [米国]ハワイ州、テキサス州お

よびフロリダ州を除く全地域 

[ニュージーランド]全地域 

ザクロ [イラン] Mazandaran州、Fars

州（Neyriz市除外）、 Sistan 

and Baluchestan州を除く全地

域 

[ウズベキスタン]全地域 

苔桃 [ネパール]全地域 

[インドネシア]全地域 

メロン [米国]ハワイ州を除く全地域  

[日本]全地域 

 [ニュージーランド]全地域 

真桑瓜 

 

[日本]全地域 
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パイナップ

ル 

以下の地域を除く全地域 

- アジア：イスラエル 

- アフリカ： ガーナ、ガンビ

ア、ナイジェリア、南アフリカ共

和国、ニジェール、ルワンダ、 

レユニオン、マダガスカル、マ

ラウイ、モーリシャス、モザンビ

ーク、ブルンジ、ブルキナファ

ソ、ベナン、ソマリア、スーダ

ン、シエラレオネ、セネガル、

セントヘレナ、アンゴラ、ウガン

ダ、エチオピア、エリトリア、ザ

ンビア、中央アフリカ共和国、

ジンバブエ、チャド、カメルー

ン、カーボベルデ、コートジボ

ワール、コンゴ民主共和国、

ケニア、タンザニア、トーゴ 

 

 

 

欧州オウトウミバエ 

[Rhagoletis cerasi] 

-Rhagoletis cingulata 

-Rhagoletis completa 

セイブオウトウミバエ 

[Rhagoletis indifferens] 

-Rhagoletis fausta 

リンゴミバエ 

[Rhagoletis pomonella] 

-Rhagoletis suavis 

トウガラシミバエ 

[Zonosemata electa] 

-Anastrepha distincta 

-Anastrepha 

pseudoparallela 

-Anastrepha stｒiata 

-Bactrocera cucumis 

-Bactrocera fraunfeldi 

-Bactrocera kraussi 

-Bactrocera murrayi 

-Bactrocera opiliae 

コドリンガ 

[Cydia pomonella] 

スモモヒメハマキ 

[Cydia funebrana] 

リンゴコシンクイ 

[Grapholita inopinata] 

米国リンゴコシンクイ 

[Grapholita prunivoｒa] 

- Grapholita prunivoｒana 

モモキバガ 

[Anarsia lineatella] 

スモモゾウムシ 

[Conotrachelus nenuphar] 

-Cryptophlebia leucotreta 

-Carpomya pardalina 
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禁止植物 禁止地域 主な禁止病害虫 

3. 胡桃の実 

［脱殻されたものは除く］ 

- アジア：レバノン、ミャンマー、シリア、アフ

ガニスタン、ヨルダン、イラク、イラン、イス

ラエル、インド、中国、トルコ、パキスタン 

- 欧州：全地域 

- アフリカ：全地域 

- 北米：カナダ、米国 

- 中・南米：メキシコ、ボリビア、ブラジル、ア

ルゼンチン、ウルグアイ、チリ、コロンビア、

ペルー 

- オセアニアおよび太平洋地域：オーストラ

リア、ニュージーランド 

- ロシア、ウクライナ、トルクメニスタン、ベラ

ルーシ、モルドバ、アルメニア、アゼルバ

イジャン、カザフスタン、ウズベキスタン、

タジキスタン、キルギス、ジョージア、エス

トニア、リトアニア、ラトビア 

コドリンガ 

[Cydia pomonella] 

4. ジャガイモ、トマト種子 - アジア：アフガニスタン、中国（河北、黒龍

江、江蘇、青海省に限る）、インド（ヒマー

チャル・ブラデーシュ、マハーラーシュト

ラ地域に限る） 

- 欧州：ベラルーシ、ドイツ、ポーランド、ロ

シア、英国（イングランド、ウェールズ地域

に限る） 

- アフリカ：エジプト、ナイジェリア 

- 北米：米国（カンザス、メイン、メリーラン

ド、ミシガン、ミネソタ、ミシシッピ、ネブラス

カ、ニューハンプシャー、ニューヨーク、ノー

スダコタ、オハイオ、ウィスコンシン、ワイオミ

ング州、ノースカロライナ州に限る） 

- 中・南米：コスタリカ、アルゼンチン、チリ、

ペルー、ベネズエラ 

- オセアニア：ニュージーランド 

ジャガイモやせいも病ウイ

ロイド 

[Potato spindle tuber 

viroid] 

 

5. サツマイモ属植物、ア

サガオ属植物、ヒルガオ属

植物、麻属植物、ネナシカ

ズラ属植物の生茎葉と生

植物の地下部、キャッサバ

生植物の地下部 

- アジア：ラオス、マレーシア、バングラデシ

ュ、ベトナム、ブルネイ、ミャンマー、シン

ガポール、スリランカ、インドネシア、イン

ド、中国、台湾、カンボジア、タイ、パキス

タン、フィリピン、日本（北緯30度以南の

大東諸島を含めた南西諸島および小笠

原諸島に限る）、モルディブ、ココス島、ク

リスマス島、ぺスカドレス諸島、British 

アリモドキゾウムシ 

[Cylas formicarius] 

イモゾウムシ 

[Euscepes postfasciatus] 
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禁止植物 禁止地域 主な禁止病害虫 

Indian Ocean Territory 

- アフリカ：全地域 

- 北米：米国、西インド諸島 

- 中・南米：メキシコ、ガイアナ、ベネズエ

ラ、ブラジル、スリナム、ペルー、フランス

領ギアナ、パラグアイ 

- オセアニアおよび太平洋地域：オーストラ

リア、パプアニューギニア、ミクロネシア、

メラネシア、ポリネシア、ハワイ諸島 

6. 麦属（Hordeum spp.）、

小麦属（Triticum spp.）、ラ

イ麦属、カモジグサ属およ

びライ小麦（Triticosecale 

spp.）植物の茎葉とその加

工品（検疫検査本部長が

定めて告示した方法で加

工するものは除く） 

- アジア：イラク、イスラエル、イラン、トル

コ、シリア 

- 欧州：全地域 

- アフリカ：アルジェリア、モロッコ、チュニジ

ア 

- 北米：全地域（西インド諸島を除く。） 

- オセアニアおよび太平洋地域：ニュージ

ーランド 

- ジョージア、ラトビア、カザフスタン、ロシ

ア、ウクライナ 

ヘシアンバエ 

[Mayetiola destructor] 

7. 茄子科植物およびサツ

マイモ属植物の生茎葉と

生植物の地下部 

品目別に次の輸入許容地域を除く世界全

地域 

ジャガイモ癌種病菌 

[Synchytrium 

endobioticum] 

ジャガイモやせいも病ウイ

ロイド 

品目別 輸入許容地域 

茄子科植物の生茎

葉 

[日本]北海道、九州

を除く全地域 
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禁止植物 禁止地域 主な禁止病害虫 

サツマイモ属植物

の生茎葉、 

茄子科植物および

サツマイモ属植物

の生植物の地下部 

[日本]北海道・九州、

本州（青森県、三重

県に限る）を除く全地

域 

[米国]メリーランド、

ペンシルベニア、ウェ

ストバージニア、ニュ

ーヨーク、ユタ、ネブ

ラスカ、カリフォルニ

ア、モンタナ、アリゾ

ナ、コロラド、ニューメ

キシコ、ノースダコ

タ、カンザス、ワイオミ

ング、デラウェア、オ

クラホマ、サウスダコ

タ、ネバダ州、アイダ

ホ州（Bingham、

Bonneville county地

域に限る）、メイン、ミ

シガン、ミネソタ、ミシ

シッピ、ニューハンプ

シャー、オハイオ、ウ

ィスコンシン、ノース

カロライナ州を除く全

地域 

[オーストラリア]ビクト

リア、ウェストオースト

ラリア州を除く全地域 

[Potato spindle tuber 

viroid] 

ジャガイモシストセンチュウ 

[Globodera rostochiensis] 

ジャガイモシロシストセンチ

ュウ 

[Globodera pallida] 

コロラドハムシ 

[Leptinotarsa decemlineata] 

タバコベと病菌 

[Peronospora tabacina] 

8. 茄子科植物の生果実 - アジア：台湾、アラブ首長国連邦、レバノ

ン、ミャンマー、シリア、ヨルダン、イラク、

イラン、イスラエル、トルコ、イエメン 

- 欧州：全地域 

- アフリカ：リビア、モロッコ、アルジェリア、

エジプト、チュニジア 

- 北米：米国、カナダ 

- 中・南米：グアテマラ、メキシコ、ドミニカ共

和国、エルサルバドル、ジャマイカ、キュ

ーバ、ハイチ、ホンジュラス、ニカラグア、

プエルトリコ、コスタリカ、ブラジル、アルゼ

ンチン、チリ、ウルグアイ、ベネズエラ 

タバコベと病菌 

[Peronospora tabacina] 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/S=2114736003/K=Globodera+rostochiensis/v=2/SID=w/l=WS1/R=1/IPC=kr/SHE=0/H=0/;_ylt=A8vY4R1B_AhFcPYA2ieDTwx.;_ylu=X3oDMTB2cXVjNTM5BGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=14s7cn6ib/EXP=1158303169/**http%3A%2F%2Frms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp%2Fcontents%2FJASI%2Fpdf%2FJASI%2F29-2094.pdf%23search%3D%27Globodera%2520rostochiensis%27
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禁止植物 禁止地域 主な禁止病害虫 

- オセアニアおよび太平洋地域：オーストラ

リア 

- アルメニア、アゼルバイジャン、ウクライ

ナ、モルドバ、リトアニア、ジョージア、 

9. ジャガイモ、トマト、トウ

ガラシ（パプリカ）、

Solanum 

betaceum(tamarillo), 

Physalis  

   peruviana  

  (cape goseberry)の生茎

葉と生植物の地下部およ

び栽植用の苗 

- 米国（テキサス、アイダホ、オレゴン、ワシ

ントン、アリゾナ、カリフォルニア、コロラド, 

カンザス、ネブラスカ、ネバダ、ニューメキシ

コ、ワイオミング州） 

- 中・南米：メキシコ、エルサルバドル、グア

テマラ、ホンジュラス、ニカラグア 

- オセアニアおよび太平洋地域：ニュージ

ーランド 

- Candidatus Liberibacter 

   solanacearumとその分

布地域の媒介虫 

（Bactericera cockerelli） 

10. ニンジン、セロリの生

茎葉と栽植用の苗、ニンジ

ンの種子 

- 欧州：フィンランド、ノルウェー、スウェー

デン、スペイン、フランス、ドイツ 

- アフリカ：モロッコ 

- Candidatus Liberibacter 

  solanacearumとその分布

地域の媒介虫 

（Trioza apicali, Bactericera 

trigonica） 

11.梨科、桃属植物および

木苺属植物の苗木、接ぎ

穂、挿し穂など栽植用の

植物（種を除く）と生果実

（桃属植物を除く） 

 

- 品目別に以下の輸入許容地域を除いた

世界全地域 

品目別 輸入許容地域 

梨科および木苺属

植物の苗木、接ぎ

穂、挿し穂など栽

植用の植物（種を

除く）と生果実 

［日本］全地域 

［台湾］全地域 

桃属植物の苗木、

接ぎ穂、挿し穂な

ど栽植用の植物

（種を除く） 

［日本］北海道、四

国、九州、沖縄県 

 

ナシ枝枯細菌病 

[Erwinia amylovora] 

[Apple proliferation 

phytoplasma] 

[Plum pox virus] 

12. ミカン科、ネナシカズ

ラ類およびパラミツの苗

木、接ぎ穂、挿し穂など栽

植用植物（種子を除く） 

- アジア：中国、インド、台湾、インドネシ

ア、フィリピン、マレーシア、ミャンマー、タ

イ、ネパール、イエメン、ブータン、パキス

タン、サウジアラビア、日本（沖縄県の北

緯27度58分以南地域および喜界島に限

る）、バングラデシュ、カンボジア、ラオ

ス、ベトナム、スリランカ、イラン 

- アフリカ：モーリシャス、レユニオン、コモ

ロ、エチオピア、ケニア、マダガスカル、

カンキツグリーニング病 

[Citrus huanglongbing 

（greening） disease]とその

分布地域の媒介虫 

[Diaphorina citri、Trioza 

erytreae]                           
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禁止植物 禁止地域 主な禁止病害虫 

南アフリカ共和国、スワジランド、ジンバ

ブエ、ブルンジ、カメルーン、タンザニ

ア、中央アフリカ、マラウイ、ルワンダ、ソ

マリア、チュニジア 

- 北米：米国（フロリダ、ルイジアナ、サウス

カロライナ、ジョージア州、ヴァージン諸

島、テキサス、カリフォルニア州に限る） 

- 中・南米：メキシコ、ベリーズ、キューバ、ド

ミニカ共和国、プエルトリコ、コスタリカ、ホ

ンジュラス、バルバドス、ジャマイカ、ドミ

ニカ国、ブラジル、パラグアイ 

 

- オセアニアおよび太平洋地域：パプアニ

ューギニア、東ティモール 

13. ぶどうの苗木、接ぎ

穂、挿し穂など栽植用植

物（種子は除く） 

- アジア：台湾、イラン、インド、トルコ 

- 欧州：フランス、ドイツ、イタリア、セルビ

ア、モンテネグロ、クロアチア、スロベニ

ア、スペイン、スイス、ポルトガル（ヴィア

ナ・ド・カステロ、ブラガ、ヴィラ・レアルを

除外した全地域） 

- 北米：米国、カナダ- 中・南米：メキシコ、

コスタリカ、ホンジュラス、アルゼンチン、

ベネズエラ、パラグアイ、ブラジル、エクア

ドル 

葡萄黄金病  

[Grapevine flavescence 

doree phytoplasma] 

[Xylella fastidiosa] 

14. アボカド、パイナップ

ル、ライチ、Indigofera hirs

uta、テーダ松、Pinus ellio

ttii、ツルナシインゲンマ

メ、オクラ、スイカ、大根、

ゴーヤー、唐辛子、トマト、

カボチャ、メロン、ニラ、ク

チナシ、カンナ、茶の木、

コーヒー、ショウガ、アルフ

ァルファ、胡椒、サツマイ

モ、サトウキビ、大豆、とうも

ろこし、ピーナッツ（ピーナ

ッツの殻のない種子は除

く）、ビンロウ、ココナッツ椰

子（芽の生えた苗を含

- 北米：米国、カナダ 

- 中・南米：全地域 

 

- アフリカ：全地域 

- アジア：インド、インドネシア、マレーシア、

パキスタン、フィリピン、スリランカ、タイ、

ブルネイ、レバノン、オマーン、シンガポ

ール、イエメン 

- 欧州：ベルギー、フランス、ドイツ、ポルト

ガル、イタリア、オランダ、ポーランド、ス

ロベニア 

- オセアニアおよび太平洋地域：オーストラ

リア（タスマニア州は除く）、パラオ、グア

ム、ミクロネシア、パプア・ニューギニア、

ソロモン諸島、ポリネシア、フィジー、ハワ

カンキツネモグリセンチュウ 

[Radopholus citrophilus] 

バナナネモグリセンチュウ 

[Radopholus similis] 
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禁止植物 禁止地域 主な禁止病害虫 

む）、ウコン、ニンジン、イヌ

ホオズキの生植物の地下

部、芭蕉属植物、ミカン科

植物、カラテア属、アンスリ

ウム属植物、フダンソウ属

植物、ヤムイモ属、梨属植

物、フィロデンドロン属、マ

ランタ属、ストロマンテ属、

クテナンテ属、アボカド

属、ストレリチア属、ジャス

ミン属、カンノンチク属、ヘ

リコニア属、ナギモドキ属、

ストロジン属、セキショウモ

属、ビロウ属の生植物の地

下部、アンスリウム属植物

の挿し穂、接ぎ穂および生

植物の地下部、アヌビアス

属（葉、茎を含めた生植物

全体） 

イ諸島 

15. 松属植物、カラマツ属

植物、ヒマラヤ杉属植物の

苗木類、木材類（検疫検

査本部長が定めて告示し

た加工木材類は除く） 

- アジア：日本、中国、台湾、ベトナム 

- 北米：米国、カナダ 

- 中・南米：メキシコ 

- 欧州：ポルトガル、スペイン（ガリシア州、 

カスティーリャ・イ・レオン州、アンダルシア 

州、エストレマドゥーラ州に限る） 

松材線虫 

[Bursaphelenchus xylophilu

s] とその分布地域の媒介

虫 

[Monochamus alternatus, 

Monochamus carolinensis] 

[Cronartium 

colesoporioides] 

16. Acer macrophyllum、

Aesculus californica、

Arbutus menziesii、

Arctostaphylos manzanita、

Calluna vulgaris、

Camellia spp、

Fraxinus excelsior、

Griseliria littoralis、

Hamamelis virginiana、

Heteromeles arbutifolia、

Lithocarpus densiflorus、

- 欧州：ドイツ、オランダ、英国、スペイン、

ベルギー、フランス、スウェーデン、イタリ

ア、デンマーク、ノルウェー、アイルランド、

スロベニア、ポーランド、スイス、ギリシャ、リ

トアニア、セルビア、チェコ、クロアチア、フィ

ンランド 

- 北米：米国（カリフォルニア州マリン、モン

トレー、ナパ、サンマテオ、サンタクララ、サ

ンタクルーズ、ソノマ、アラメダ、ソラノ、メンド

シーノ、ハンボルト、コントラコスタ、レイク、

サンフランシスコ、トリニティカウンティ、オレ

カシ突然枯死病菌 

[Phytophthora ramorum] 
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禁止植物 禁止地域 主な禁止病害虫 

Lonicera hispidula、

Maianthemum racemosum

（Smilacina racemosa）、 

Photinia fraseri、

Pieris formosa、

Pieris formosa 

P. japonica、P. floribunda 

P. japonica、 

Pieris japonica、

Pseudotsuga menziesii var. 

menziesii、Quercus spp.、

Frangula californica、

Rhododendron spp.、

Rosa gymnocarpa、

Sequoia sempervirens、

Trientalis latifolia、

Umbellularia californica、

Vaccinium ovatum、

Viburnum spp..、A

cer pseduoplatanus、Aescul

us hippocastanum、Adiantu

m aleuticum、Adiantumjor

danii、Castanea sativa、Fag

us sylvatica、Frangula purs

hiana（=Rhamnus purshian

a）、Kalmia spp.、Laurus 

Nobilis、Magnolia doltsop

a、Parrotia persica、Pieris s

pp.、 

Salix caprea、 

Syringa vulgaris、 

Taxus baccata、Cinnamom

um camphoraの苗木（接ぎ

木を含む）・接ぎ穂・挿し穂

など、栽植用植物（種子を

除く）と樹皮がついている

木材類 

ゴン州カリーカウンティおよびニューヨーク

州ナッソーカウンティに限る） 
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※ 備考 

1. 上表の輸入禁止植物のうち、法第10条第2項第2号により輸入禁止植物に棲息する病害虫に対する危

険管理案をその輸出国が提示し、農林畜産食品部長官が植物に棲息する病害虫に対する危険管理

案の妥当性について病害虫危険分析を実施した結果、国内植物に被害を与える恐れがないと認めて

告示した地域の植物は除く。         

2. 上表の第 1号、第 2号、第 7号および第 11号の輸入禁止地域には北朝鮮は含まれない。 

 


