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第１部 

化粧品管理 

 

化粧品ビジネスの多様化、競争の激化にともない、タイにおける化粧品ビジネスは、品質

と安全性を主な内容とした消費者保護制度によって管理されている。 

化粧品は、販売前の段階から関係法や食品及び薬品管理委員会（Food and Drug 

Administration）（以下 FDA）による規定によって管理されており、市場で販売されている

製品についても、関係職員による監視が行われている。 

 

１．化粧品を管理する法律 

（１）1974 年化粧品法 

   タイで初めての化粧品に関する法律。これ以前は化粧品を管理する法律がなく、消費

者が薬害を受けるケースがあったことから、消費者の安全確保を主な目的として定めら

れたもの。 

（２）1975 年化粧品法（第 2 号） 

   1974 年化粧品法を部分的に改定したものである。 

（３）1992 年化粧品法 

   現行の法律であり、これにより、1974 年化粧品法、1975 年化粧品法（第 2 号）は廃

止された。旧法は、化粧品の管理のみに重点を置いていたが、現行法は、商業を円滑に

進めるために一部の規制を緩和すると同時に、消費者の安全が十分保たれるように定め

られている。 

（４）ASEAN 統一規則（ ASEAN Cosmetic Directive：ACD）に基づいた省令 

   2003 年 9 月 2 日、ASEAN 加盟国は、ASEAN 地域内で流通する化粧品の安全性と品質

を高めると同時に商業上の障害を取り除くために、各国の化粧品に関する法律、規定を

改正し、2008 年 1 月 1 日までに統一することに合意した。その他、広告に関する規定を

定めたものとして、1979 年消費者保護法がある。 
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２．化粧品の定義 

1992 年化粧品法第 4 条によると、以下のとおりである。 

（１）美しさと美しさの促進、清潔のために、体の一部に塗る、擦りつける、ふりかける、

吹き付ける、垂らす、入れる、あるいは他の方法で何らかのことを行うことを目的とし

た物質で、皮膚を清潔にするためのものも含むが、身体外に身に着ける装飾品、服飾物

は含まない。 

（２）特に化粧品の成分として使うことを目的とした物質。 

（３）省令によって化粧品と定められた物質。 

 

 従って「化粧品」とは、 

●人体に使用するもの。 

  ●美しさと美しさの促進、清潔を目的としている。 

  ●体の一部に塗る、擦りつける、ふりかける、吹き付ける、垂らす、入れる、あるいは

他の方法で何らかのことを行う。 

以上をいい、その定義は、清潔と美しさを目的とした製品に限られており、療養に効能の

あるもの、身体構造に影響があるものは含まない。 

 

３．化粧品の種別 

 従来、保健省は、1992 年化粧品法第 5 条に基づき、以下のように化粧品の種別を定めてい

た。 

 

（１）特別管理化粧品 

成分に危険物、毒物が含まれていることから、消費者に害を与えるリスクが高い化

粧品であり、厳しく管理されている。製造、輸入、販売にあたっては、事前に調合法

を登録しなければならない。 

（２）管理化粧品 

   特別管理化粧品ほどではないにせよ、消費者に害を与えるリスクのある化粧品であり、

特別管理化粧品ほどには高度に管理されていないが、製造、輸入、販売にあたっては、

申告しなければならない。 

（３）一般化粧品 
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   特別管理化粧品、管理化粧品以外の化粧品で、消費者に害を与えるリスクがほとんど

ないことから、法的な規制はない。 

 

 しかし、ASEAN 加盟国が化粧品の管理・規制に関する統一規則に関する枠組み（ASEAN 

Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme）に合意、署名したことから、他の加盟国と歩調を合

わせることになり、2008 年 7 月 8 日発布同年 9 月 26 日施行保健省公示「管理化粧品に関す

る規定」によって、それまでの省令はすべて廃止され、すべての化粧品が FDA への申告を

必要とする「管理化粧品」に指定された。同省令発布以前に特別管理化粧品として登録され

ていた化粧品は、すでに申告をしたものとみなされることになったが、同省令発布以前に製

造、輸入した一般化粧品については、2010 年 3 月 31 日までに申告することが義務付けられ

た。 

 

４．ASEAN 統一規則に基づいた省令の改定 

 2003 年 9 月 2 日、ASEAN 加盟国は、2008 年 1 月 1 日から有効とする化粧品の管理・規制

に関する統一規則に関する枠組み（ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme）に署名

したが、これにより、タイは、1992 年化粧品法に反しない部分について、化粧品統一規則

である ASEAN Cosmetic Directive（ACD)を導入することとなり、ACD に基づき、これまで

の規定の見直し、改定を行ってきた。 

 

（１）「化粧品」の定義 

ACD においても、1992 年化粧品法第 4 条で定めるものと同義である。 

  

（２）申告の義務化 

 従来のタイの法律は、特別管理化粧品と管理化粧品についてのみ、内容の申告を義務付け

ており、一般化粧品については、申告が不要だった。ACD 導入後、保健省は、化粧品の種

別に関する規定を改定し、すべての化粧品を管理化粧品に指定した。これにより事業主は、

すべての化粧品について製造、輸入、販売前に製品内容の申告を行う。 
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（３）技術的な規定の統一 

 タイを含む ASEAN 加盟国は、EU に倣い（EU Directive）、使用してはならない物質、使

用量に制限が定められた物資、防腐剤、日焼け止め物質など、技術面において統一した規定

を定めた。その他、製造工程についても、ASEAN 加盟国で取り決めた原則、方法（ASEAN 

Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice）によるところとした。保健省は、化粧品

製造業者にこれら原則、方法（Good Manufacturing Practice：GMP）に基づくことを義務付け

る法律の発布を検討しており、法律として施行されることになれば、タイに輸入する場合、

製造工程が GMP に基づいていることを示す証明書やラベルにプロダクト ID を表示すること

が必要になってくる。 

 

（４）内容申告 

 製造場所、輸入場所、原材料の種類と量に関するデータ、原材料の特性、ASEAN 

Cosmetic GMP に一致した製造工程、製品の効能を裏付けるデータなど。ラベルに表示する

文字は、明確で読みやすく、ACD が定めた語句がなければならない。 
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第２部 

管理化粧品の輸入プロセスと規定 

 

 すべての化粧品を管理化粧品に指定し、輸入前に商品の詳細を申告することを義務付け、

事業主に製品データを保管させる規定を設けたことは、許可申請にあたっての煩雑さを軽減

することとなり、事業主は、各種書類の準備、許可申請の時間を短縮できるばかりでなく、

経費も節減できるようになった。 

 

１．管理化粧品の輸入規定 

 1992 年化粧品法第 28 条では、省令に定められた原則と方法に従って、管理化粧品を申告

するよう定めているが、現在適用されている省令は、2010 年 5 月 7 日付のものであり、化粧

品を製造、輸入しようとする者は、製造、あるいは販売前に各種書類とあわせて、製品内容

を申告しなければならない。 

 

（１）輸入申告者の事業登録に関する書類 

  ア．個人 

    ●申告者の家籍登録簿（タビアンバーン）コピーと身分証コピー 

    ●事務所と化粧品保管場所の家籍登録簿（タビアンバーン）コピー 

    ●商業登録証（あれば） 

    ●受任者の身分証を添付した委任状（他の者に委任する場合） 

    ●輸入場所と保管場所の地図 

    ●輸入場所、保管場所の内部図面 

イ．法人 

    ●代表者の身分証コピーと家籍登録簿（タビアンバーン）コピー 

    ●事務所と化粧品保管場所の家籍登録簿（タビアンバーン）コピー 

    ●会社登記簿謄本（半年以内のもの） 

    ●その者が代表者であることを示している文書 

    ●受任者の身分証を添付した委任状（他の者に委任する場合） 

   ●輸入場所と保管場所の地図 

    ●輸入場所、保管場所の内部図面 
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（２）化粧品の内容申告 

  ア．商号と化粧品名 

   １）商品に使用する記号、ロゴなどを記すこと。 

   ２）製品名や型式名などを製品のラベルに明確に記すこと。 

  イ．製品の様式 

１）単一製品 

製品名、特徴、特性、使用方法が他と異なるもの。 

２）同種単一製品 

シャンプー、石鹸、口紅、アイシャドウなど、製品名、主成分、使用方法は同

じだが、複数の色、複数の香りがあるもの。 

   ３）複合製品 

     ●メイクアップセット、口紅セットなど、１個の容器に複数の色の同種製品が含

まれているセット製品で、分割して販売することのできないもの。 

     ●１個の容器に異種の製品が含まれているセット製品で、分割して販売すること

のできないもの。 

     ●１個の容器に同種の単一製品が含まれているセット製品。 

     ●１個の容器に異種の単一製品が含まれているセット製品。 

   ４）その他 

     以上に該当しない製品については、詳細を記すこと。 

ウ．使用されている成分 

   １）INCI(International Nomenclature of Chemical Ingredient)に基づくか、あるいは広く

一般に使用されている成分名を使用して、製品配合成分を記すこと。CAS Number

を記すこと。注： 1％以下の成分であっても申告し、全成分（100％）の内訳を示

す必要があります。 

   ２）法律によって使用量が定められた物質、使用条件が定められた物質、防腐剤、色、

日焼け止め物質など、使用成分リストに指定されている物質について、使用量をパ

ーセンテージで記すこと。使用が禁止された物質があってはならず、防腐剤は、

2007 年保健省公示（第 47 号）「化粧品に使用する防腐剤に関する規定」によって

許可された物質でなければならない。また、色は許可リストにあるものが使用され

ていなければならない。 
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     日焼け止め製品である場合、2007 年保健省公示（第 46 号）「日焼け止め物質が

含まれた化粧品」によって許可された物質を使用していなければならない。 

   ３）申告する配合は、ラベル、及び会社又は製造責任者が製品データとして保管して

いるデータと一致していること。 

   ４）成分が植物、薬草である場合、広く一般に使われている名称か、学名、属、科を

記すこと。 

     例：松根油（Pine oil）            → Pinus spp 

       丁子油（Clove oil）         → Syzygium aromaticum 

       カッシア油（Cassia oil）→ Cinnamomum cassia 

   ５）酸、アルカリで計算することが定められている物質を使用する場合、法律の規定

どおりに計算すること。 

    ●チオグリコール酸及びその塩類は、チオグリコール酸で 8%を限度とすること。 

      例：チオグリコール酸アンモニウムを 8.7%含んだパーマ液 

       １．チオグリコール酸アンモニウムの分子質量が 109 グラム 

       ２．チオグリコール酸の分子質量が 92 グラム 

       ３．チオグリコール酸アンモニウム 109 グラムにはチオグリコール酸が 92

グラム含まれている。 

       ４．（92／109）×8.7%＝7.34%（チオグリコール酸の%） 

    ●モオンフルオロリン酸サトリウムは、活性フッ化物イオンで 0.11%を限度とする

こと。 

      例：フッ化ナトリウムを 0.24%含んだ歯磨き粉（活性フッ化物イオンのｐｐｍ

を計算） 

       １．フッ化ナトリウムの分子質量 42 グラム 

       ２．フッ化イオンの分子質量   19 グラム 

       ３．フッ化ナトリウム 42 グラムにはフッ化イオンが 19 グラム含まれている。 

       ４．（19／42）×0.24＝0.11% 

       ５．0.11／100×10,000／10,000 

         ＝1,100／1,000,000 

         ＝1,100ｐｐｍ（活性フッ化イオンのｐｐｍ） 
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２．化粧品輸入申告プロセス 

（１）申告場所 

 FDA 総合健康製品サービスセンター（Comprehensive Health Centers）もしくは各県保健事

務局にて、申請者の事業内容、製品詳細などを申告する。申告は、FDA のウェブサイトを

通じて行うこともできる。 

 

（２）化粧品詳細の申告プロセス 

  ア．委任状の認証申請と事業主コード番号の申請（新規又は従来の登録内容に変更があ

る場合） 

  イ．輸入する化粧品の詳細の申告 

    ●法律、ＧＭＰ（Good Manufacturing Practice）に沿った成分検査。 

●輸入申告書（様式 Jor.Kor.）とあわせて、以下の内容を提出する。 

※様式 Jor.Kor. のダウンロード（タイ語のみ） 

http://e-

cosmetic.fda.moph.go.th/frontend/theme_4/view_information.php?Submit=Clear&ID_Inf_Nw_Mana

ger=0000000312 

 

   １）申請者 

      個人の場合は氏名と店舗名（あれば）、法人の場合は法人名 

   ２）事業者登録番号 

   ３）許可を受けた化粧品名 

   ４）日焼け止めクリーム、シャワークリーム、シャンプーなど、許可を受けた化粧品

の種別 

   ５）製造者名（タイ語又は英語） 

   ６）製造国（タイ語又は英語） 

   ７）商標名、製品の様式、成分リストなど、第 1.2 項の製品詳細 

 

（３）年度手数料 

  新規事業主の場合、年度手数料を納付し、領収書を提示する。 

 

http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/frontend/theme_4/view_information.php?Submit=Clear&ID_Inf_Nw_Manager=0000000312
http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/frontend/theme_4/view_information.php?Submit=Clear&ID_Inf_Nw_Manager=0000000312
http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/frontend/theme_4/view_information.php?Submit=Clear&ID_Inf_Nw_Manager=0000000312
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（４）申告内容、関係書類の審査 

 担当官が申告内容、関係書類を審査し、不備がないと認めたとき、３日以内に申告受理書

が発行される。不備があるときは差し戻されるので、申請者は法律の規定どおりに訂正し、

再提出する。 

 

（５）製品データファイルの作成 

 原材料の特性、安全性、使われている各成分、配合、効能を裏付けるもの（あれば）など、

製品に関するすべてのデータは、事業場所に保管し、担当係官から要請があったときは、提

出しなければならない。 



 

Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 

 
 

10 

第３部 

流通・バーコード 

 

１．バーコード会員登録 

バーコードは、タイ工業連盟 GS1 Thailand による GS1 システムによって管理されており、

まずは GS1 Thailand 会員になる必要がある。 

 

●GS1 Thailand 

Queen Sirikit National Convention Center Zone C 3rd Floor,  

60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 

電話：0-2345-1193～7    E-mail : info@gs1thailand.org  http://www.gs1thailand.org/ 

 

（１）必要書類 

 ア．法人登録証明コピー（３ヶ月以内） 

 イ．納税者カード、VAT 登録関係書類一式コピー 

 ウ．過去 2 年間の貸借対照表、損益計算書コピー 

エ．GS1 Thailand 会員申請書 

 オ．製品サンプル 

 カ．委任状（他の者に委任する場合） 

 

（２）新規会員登録料、年度会員費 

総収入 新規会員登録料 年度会員費 商品数 

5,000 万バーツ未満 7,000 バーツ 8,000 バーツ 9,999 点 

5,000 万～1 億バーツ 7,000 バーツ 10,000 バーツ 9,999 点 

1 億バーツ以上 7,000 バーツ 12,000 バーツ 9,999 点 

※設立後 1 年未満の法人である場合、資本金を参考とする。 

 

http://www.gs1thailand.org/
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チャート１：GS1 Thailand 会員登録のプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類一式提出 

書類審査 

書類の訂正・追加 

会員登録料支払い 

ERP システムにデータを保存 

領収書の発行 

会員番号の発行 

（支払い後 3 営業日以内） 

会員番号は直ちに使用可 

（電話・ファクシミリで通知） 

受諾書を返送 

会員ファイルに保管 

不備なし 

不備あり 
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２．バーコード規制 

 リーダーが読み取りやすいように、バーコード印刷にあたっては、以下のことに注意する

こと。 

（１）大きさは、定められた基準のとおりにすること。 

（２）バーコード左右の余白は 3.6mm 以上あること。 

（３）背景の色は、白、黄、橙などが望ましい。 

（４）濃い茶色をバーコードの色に使ってもよいが、茶色には赤が含まれているため、読み

取りにくくなるので注意すること。 

（５）バーの幅が異なっていること。 

（６）バーコード、背景に光沢のある色を使わないこと。 

（７）布や形状が変わる商品には、札にバーコードを印刷して取り付けること。 
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第４部 

化粧品の品質・規格基準 

 

 1992 年化粧品法は、販売前の許可については、健康製品と比較してそれほど厳しくはな

いが、市場に出回っている製品の監視、監督については厳しい。事業主は、販売前に、使用

禁止物質が含まれていないこと、使用制限物質が法定基準を超えていないことなど、規定ど

おりの品質基準にあることを十分に確認しておかなくてはならない。その他、微生物学上に

おける品質基準を満たす必要があり、疾病の原因になるかもしれない微生物が含まれていて

はならない。 

 法的に定められた成分に関する基準、量は、以下のとおりである。 

 

１．使用禁止物質 

 2008 年 3 月 26 日付保健省公示「化粧品製造に成分として使用してはならない物質に関す

る規定」、及び 2009 年 2 月 16 日付第 2 号の中で、化粧品の成分として使用してはならない

物質が 1,253 種定められている。 

（１）アンチモン及びその化合物、ヒ素及びその化合物、カドミウム及びその化合物、金塩、

ネオジム及びその塩類、ニッケルなどの金属。 

（２）メトトレキサート、抗生物質、糖性グルココルチコイド群、スルホンアミド、バルビ

ツール酸誘導体、トレチノイン、アゼライン酸など、薬物とされる物質。 

（３）アンドロゲン作用物質、プロゲストーゲン、エストロゲン、抗アンドロゲン、ステロ

イド性抗アンドロゲン剤などのホルモン。 

（４）細胞など、疾病を引き起こすかもしれない微生物を拡散させるリスクのある物質。 

（５）マチン科植物及びそのガレヌス製剤、ロウトウ属ベラドンナ及びその調合剤、ロベリ

ア及びその調合剤。 

（６）フェニレンジアミン及びその塩類、ピロガロール、ｍ－フェニレンジアミン及びその

塩類、4－メチル－ｍ－フェニレンジアミン及びその塩類などの染髪剤。 

（７）着色剤 CI 12140、CI 26105、CI42640 などの着色剤。 

（８）ムスクアンブレット、メチルオイゲノール・ヘキサヒドロクマリン、ペルーバルサム

などの香料。 

（９）天然麻薬、合成麻薬などの中毒性物質。 
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（１０）ジオキサン、ニトロサミン、アスベスト、メチレン塩化物などの発ガン性物質。 

（１１）フタル酸ジブチル、フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）、フタル酸ベンジルブチル

などの生殖機能に害をもたらす物質 

（１２）クラーレ及びクラリン、ストリキニーネ及びその塩類などの有害物質。 

 

 しかし、水銀及びその化合物など、ある種の物質については、使用禁止物質として定めら

れてはいても、保健省公示に指定された物質である場合、2007 年保健省公示（第 47 号）

「化粧品に配合する防腐剤に関する規定」に定められた条件に基づくことによって、防腐剤

として使用できる。 

 このような例外以外のケースで、サンプル検査で禁止物質が検出された場合、製造者、販

売者、輸入者は、1 年以下の禁固又は 6 万バーツ以下の罰金、もしくはその併科に処せられ

る。 

 

２．成分規制 

 色材、防腐剤、日焼け止め物質など、名称、使用量が法律によって条件付けられた成分に

ついては、規定どおりでなくてはならない。 

 

（１）名称と量 

 2008 年 8 月 29 日付保健省公示「化粧品に使用する物質の名称と量に関する規定」末尾リ

ストに 80 種類の物質が定められており、物質の名称のほか、たとえば、チオグリコール酸

エステルはパーマ、ストレートヘア用製品にのみ使用でき、ph6－9.5 で 11%を限度とするな

ど、各物質について、使用条件が定められている。 

 これらの使用条件に合わない場合、たとえば、11%未満であっても、チオグリコール酸エ

ステルを使用したまつげカール用製品は、使用禁止物質を使用しているものとみなされ、禁

制品となる。 

 

（２）色材 

 2008 年 3 月 14 日付保健省公示「化粧品に使用する色材に関する規定」によって定められ

ている。 

 ア．同公示末尾リストに指定されている色材。 
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 イ．食品法に基づいて発布された食品合成色の規定に関する保健省公示のとおりの食品合

成色。 

 ウ．CFR（Code of Federal Regulation）に記されているところの USFDA（United State Food 

and Drug Administration）によって認証された色材。 

 

（３）防腐剤 

 「防腐剤」とは、化粧品の中の微生物の繁殖を抑制する物質であり、2007 年 10 月 8 日付

保健省公示（第 47 号）「化粧品に使用する防腐剤に関する規定」末尾リストに、たとえば、

ベンゾール及びそのナトリウム塩は、2.5%（酸換算）を上限とし、使用後洗い流す製品のみ

に使用すること、口内に使用する製品には使用してはならないなど、使用条件が定められて

いる。 

 

（４）微生物学上の特性 

 2005 年保健省公示（第 40 号）「製造、輸入、販売を禁止する化粧品に関する規定」で定

める禁制化粧品であってはならない。 

 ア．疾病を引き起こす以下の微生物が検出された化粧品。 

  １．緑膿菌 

  ２．黄色ブドウ球菌 

  ３．鵞口瘡カンジダ 

  ４．クロストリジウム（薬草を使用する化粧品のみ） 

 イ．目の周辺に使用する化粧品、薄い膜に触れる化粧品、3 歳未満の幼児用の化粧品で、

空気中で繁殖したバクテリア、イースト、カビの合計が 1 グラムあたり、又は 1 立方セ

ンチメートルあたり 500 コロニー以上検出された化粧品。 

 ウ．イの化粧品以外の化粧品で、空気中で繁殖したバクテリア、イースト、カビの合計が

1 グラムあたり、又は 1 立方センチメートルあたり 1,000 コロニー以上検出された化粧

品。 

 微生物学上の特性の検査は、ISO 又は USP に基づく。 
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チャート２：化粧品内容申告のプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告書（様式 Jor.Kor.）記入 

提出 

審査 

許可 却下 

年度手数料納付 

（新規） 

書類返却 

・申告書 

・関係書類 

申告書受理 

申告書の審査 

訂正 受理 

ファイルに保管 

返却 

訂正 

不備あり 
不備なし 
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第５部 

販売規制 

 

１．販売許可 

 FDA への化粧品申告が完了すれば販売できるが、検査官から要求があったとき直ちに提

出できるよう、申告した製品のデータは、事業場所に保管しておかなければならない。 

 

２．表示／ラベリング規制 

 ラベルはタイ語で作成し、販売前に容器に貼り付けておかなくてはならない。必要事項は

以下のとおりである。 

 

（１）化粧品名、商標名（他の項目よりもサイズを大きくすること） 

（２）化粧品の様式と種別 

（３）使われているすべての成分（FDA が定めたとおりの名称を使用し、量が多い順から

並べる） 

（４）使用方法 

（５）タイ国内で製造されている場合は製造者名と住所、輸入の場合は輸入者名と住所、及

び製造者名と製造国 

（６）実量 

（７）製造番号 

（８）製造年月日 

（９）公示添付リストに指定されたところの使用期限が 30 ヶ月未満の化粧品については、

使用期限（月／年、又は年／月、もしくは同じ内容の記号） 

（１０）人体に与えるかもしれない害に関する注意書き（あれば） 

（１１）申告受理番号 

 

 内容は、明確に読めるタイ語でなくてはならず、定められた必要事項以外の事項があって

もよいし、外国語併記でもよい。成分の名称は、タイ語、タイ語と英語の併記、英語のいず

れでもよく、通関時はタイ語のラベルが免除されてはいても、販売前にタイ語でラベルを作
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成しなければならない製品については、担当係官が輸入を認めた日から 30 日以内に規定ど

おりのラベルを作成しなければならない。 

容器が小さく、ラベルのスペースが２０平方センチメートル以下である場合、尐なくとも

上記（１）（７）（８）（１１）がなくてはならず、それ以外の項目、定められたこと以外

の項目については、添え書き、マニュアルなどで、製品に添付する。 

 

３．収納容器 

 化粧品の収納に使用する容器については、特に定められてはいないものの、各事業主は、

どのような物質で作られているか、品質はどうであるかなど、事前に確認しておくことが望

ましい。 

 

４．実量と表示量の誤差 

 申告登録した、あるいはラベルに表示されている量と実量との誤差は、1993 年保健省公

示（第 14 号）「化粧品重要成分量の誤差値に関する規定」第 2 項によって、プラス 18％以

下、マイナス 15％以下と定められている。 
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第６部 

化粧品の輸入手続きと関税 

  

 商品がタイの港に到着した後、輸入者は関係書類を提出し、税関職員から許可を受け、関

税を納めることで、これを受け出すことができる。そして化粧品については、品目ごとの規

定に従い、輸入前に関係機関から許可を受けておく必要がある。 

 

１．必要書類 

ア．輸入申告書（様式 Kor.Sor.Kor. 99/1） 

イ．船荷証券、又は航空運送状 

ウ．インボイス 

エ．輸入額が 500,000 バーツ以上の場合は、外国取引フォーム（Foreign Transaction 

Form） 

オ．関税価額詳細申告書（様式 Kor.Sor.Kor. 170） 

カ．リリースオーダー（様式 Kor.Sor.Kor. 100/1） 

キ．パッキングリスト 

ク．保険証書 

ケ．化粧品輸入許可証、申告受理書、輸入証書などの許可証 

コ．原産地証明書（必要な場合） 

サ．成分表示文書、商品の特性、使用に関する書類、カタログなど 

 

２．輸入手続きのプロセス 

 現在では、文書を紙面で提出する必要はなく、タイ国税関のウェブサイトにアクセスし、

以下の手続きを行う。 

（１）インボイスのデータを入力後、自動的に輸入申告書が作成されるので、これを送信す

る。 

（２）氏名、住所、納税者番号、関税、価格などがチェックされる。不備があればエラーが

表示される。 

（３）送信したデータに不備がなければ、以下の 2 種に分類されて、輸入申告番号が発行さ

れる。 
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   ●通関手続きの際にチェックを不要とする申告書（Green Line） 

税関に輸入申告書を提出して関税を納付し、商品を受け取る。 

   ●通関手続きの際にチェックを必要とする申告書（Red Line） 

    輸入港の関税計算を担当する部署に輸入申告書を提出する。 

（４）インボイスのデータは 6 ヶ月以上保管し、税関からの要求に従って、以下を作成する。 

   ・IMPORT／EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM 

   ・IMPORT／EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM 

   ・IMPORT／EXPORT INVOICE LIST 

 

チャート３：輸入プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイスのデータを送信 

税関システムによるチェック 不備があった場合は訂正 

Red Line Green Line 

関税計算 関税免除 関税納付 

商品受け取り 
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３．税関での輸入手続き 

 輸入手続きは、以下の 4 段階から成り立つ。 

（１）輸入申告書の提出 

オンライン上で税関に送信する。不備がなければ受理される。 

（２）申告内容のチェック 

   チェックが不要の申告書である場合、直ちに納税手続きが行える。 

（３）関税の納付 

税関での納付、オンライン上での納付、銀行での納付の 3 方法がある。 

（４）商品の受け出し 

輸入申告書と領収書を提出する。チェックの要否は判別されており、チェック不要

の場合は、短時間で処理を完了できる。税関による検査状況は、港と輸入者に送信さ

れる。 

 

４．食品及び薬品管理部（The Food And Drug Administration Checkpoint）での通関手続き 

 化粧品の輸入にあたっては、税関による検査状況が解除される前に、食品及び薬品管理部

に関係書類、サンプル、ラベルが送られ、製品検査、許可の有無が審査される。 

 

（１）食品及び薬品管理部職員へ書類を提出する。 

   ●書類受取チェックリスト 

   ●輸入申告書、受取通知票 

   ●インボイス 

   ●製品詳細 

   ●パッキングリスト 

   ●船荷証券、又は航空運送状 

   ●商品サンプル、商品ラベル 

（２）輸入者と製品のチェックを受ける。 

   管理化粧品輸入申告受理書（様式 Jor.Kor.）がチェックされる。 

   ●氏名と住所 

   ●申告受理番号 

   ●許可証の有効期限 
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   ●名称、種別、製造者、製造地 

   ●物理的な状態、パッキングの状態 

（３）食品及び薬品管理部のデータベースに検査結果を記録される。 

（４）検査結果が税関に送信される。 
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第７部 

関税率とその他の税の税率 

 

 タイへの物品の輸入にあたっては、関税と付加価値税のほか、定められていれば物品税も

納めるが、化粧品については、花香油、香水に物品税が課されている。 

 

１．付加価値税 

 付加価値税は、国税法第 77 条に規定されており、領土内に輸入する場合は目的を問わず、

あるいは、輸出を目的とせずに輸出加工区から物品を移動させる際には関税免除か否かに関

わらず、納めなくてはならない。 

 

（１）輸入時の付加価値税納付義務の発生 

下記以外の輸入にあたっては、関税を納めたときに納付義務が発生する。関税が免除さ

れている場合は、輸入申告書発行日に発生したものとみなされる。 

  ●輸出加工区に輸入し、輸出を目的とせずに移動させる場合、輸出加工区から持ち出し

たときに発生する。 

  ●政府機関によって競売が行われた場合、あるいは関税法に定められた何らかの方法に

よって売却された場合。 

  ●関税が免除されていたが後日、関税納付義務が発生した場合、付加価値税納付義務も

発生する。 

 

（２）付加価値税課税対象額 

 CIF価格に関税、各種手数料を加算する。 

 投資奨励法などにより、関税の減免を受けている場合、減免された関税額を加算する。 

 

（３）付加価値税率 

 元来は 10%と定められているが、減税措置がとられており、2012 年 9 月 30 日までは 7%

となっている。 
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２．関税 

（１）商品価格の計算 

 2000 年省令（第 131 号）「税関価格決定の原則、方法、条件」に定められており、実際の

売買価格を関税計算の基本としているが、商品本体価格だけでなく、許可申請手数料、ブロ

ーカー手数料、パッキング費用、運送料、保険料など、輸入者が実際に支払った総額から計

算する。 

 実際の売買価格が明確に示せない場合、以下から計算される。 

 ●同種の輸入貨物の取引価格 

  ●類似している輸入貨物の取引価格 

  ●運送費用を差し引いた後の国内取引価格 

  ●製造原価に基づく価格 

  ●国内販売価格から逆算した価格 

 

（２）関税率 

  すべての貨物は、統計品目番号システム（HS コード）によって分類され、それぞれ関

税率が定められておいる。化粧品については MFN30～50%となっているが、EPA/FTA を

利用した特定原産地証明書を取得することで、特恵関税の適用が可能である。 

また、日本・タイ経済連携協定（Japan-Thailand Economic Partnership Agreement：

JTEPA）利用時の日本原産品につき、2007 年 10 月 31 日付財務省公示により以下の品目に

ついて減免された。 

 

3301 エッセンシャルオイル 

 2010 年 4 月 1 日から免税 

  3305 整髪製品（シャンプーなど） 

2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日まで 3.33％ 

     2012 年 4 月 1 日から免税 

  3401 石鹸 

2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日まで 2.5％ 

     2012 年 4 月 1 日から免税 
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更に、日本・ASEAN 包括的経済連携協定（ASEAN-Japan Comprehensive Economic 

Partnership Agreement：AJCEP）利用時の日本原産品につき、2009 年 5 月 21 日付財務省公示

により、以下の品目について減免が定められた。 

 

3301 エッセンシャルオイル 

 2011 年 4 月 1 日から免税 

  3305 整髪製品（シャンプーなど） 

2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日まで 6.7％ 

     2012 年 4 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日まで 3.3％ 

2013 年 4 月 1 日から免税 

  3401 石鹸 

2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日まで 3.3％ 

     2012 年 4 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日まで 1.7％ 

2013 年 4 月 1 日から免税 

 

また、ASEAN 物品貿易協定（ASEAN Trade in Goods Agreement：ATIGA）により、

ASEAN 原産品については、2010 年 4 月 26 日付財務省公示により、2010 年 5 月 1 日からす

べての化粧品が免税となった。 

 

 なおも、JTEPA で定める日本原産品については、 

 

  3303 香水 

     2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日まで 21.82％ 

     2012 年 4 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日まで 18.18％ 

     2013 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日まで 14.55％ 

     2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで 10.19％ 

2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで 7.27％ 

2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日まで 3.64％ 

3304 口紅、アイシャドウ、マニキュアなど 

     2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日まで 21.82％ 
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     2012 年 4 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日まで 18.18％ 

     2013 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日まで 14.55％ 

     2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで 10.19％ 

2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで 7.27％ 

2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日まで 3.64％ 

3305 整髪製品（シャンプーなど） 

     2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日まで 3.33％ 

  3401 石鹸 

     2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日まで 2.5％ 

 

AJCEP で定める日本原産品については、 

 

  3303 香水 

     2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日まで 25.5％ 

     2012 年 4 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日まで 21.8％ 

     2013 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日まで 18.2％ 

     2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで 14.5％ 

2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで 10.9％ 

2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日まで 7.3％ 

2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで 3.6％ 

3304 口紅、アイシャドウ、マニキュアなど 

2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日まで 25.5％ 

     2012 年 4 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日まで 21.8％ 

     2013 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日まで 18.2％ 

     2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで 14.5％ 

2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで 10.9％ 

2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日まで 7.3％ 

2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで 3.6％ 

  3305 整髪製品（シャンプーなど） 

2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日まで 6.7％ 
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     2012 年 4 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日まで 3.3％ 

  3401 石鹸 

2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日まで 3.3％ 

     2012 年 4 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日まで 1.7％ 

 

などのように、関税が未だ課せられている製品もあるが、2018 年 4 月 1 日以降、すべての製

品、ケースについて、免税となる。 



 

Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 

 
 

28 

第８部 

所轄官庁・業界団体 

 

１．政府機関 

 

●保健省（Ministry of Public Health） 

  Tivanond Road, Nonthaburi 

  電話：0-2590-1000 http://www.moph.go.th 

  

●保健省食品及び薬品管理委員会（Food and Drug Administration：FDA） 

  88/24 Tivanond Road, Nonthaburi 

  電話：0-2590-7000 http://www.fda.moph.go.th 

 

 ●保健省食品及び薬品管理委員会食品及び薬品管理部（The Food And Drug 

Administration Checkpoint） 

  保健省 FDA 内 

  電話：0-2590-7363～4  E-mail : inspection@fda.moph.go.th 

http://logistics.fda.moph.go.th  

 

●化粧品及び危険物管理事務局化粧品管理部（Cosmetic Control Group Office of The 

Cosmetics and Hazardous Substances Control） 

保健省 FDA 内 

電話：0-2590-7441    E-mail : cosmetic@fda.moph.go.th 

http://e-cosmetic.fda.moph.go.th 

   

●総合健康製品サービスセンター（Comprehensive Health Centers） 

保健省 FDA 内（第５ビル１階） 

電話：0-2590-7415    http://newsser.fda.moph.go.th/ossc 

 

 

http://www.moph.go.th/
http://www.fda.moph.go.th/
mailto:inspection@fda.moph.go.th
http://logistics.fda.moph.go.th/
mailto:cosmetic@fda.moph.go.th
http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/
http://newsser.fda.moph.go.th/ossc
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 ●保健省医療科学局（Department Of Medical Sciences Ministry Of Public Health） 

  88/7 Tivanond Road, Nonthaburi 

電話：0-2951-0000、0-2589-9850～8    E-mail : pr.dmsc@.mail.go.th 

http://www.dmsc.moph.go.th 

 

 ●消費者保護委員会（Office of The Consumer Protection Board） 

Chaengwatthana Road, Laksi, Bangkok (Government Complex) 

電話：0-2143-0406    E-mail : consumer@ocpb.go.th 

http://www.ocpb.go.th 

 

 ●商務省商業振興局（Department Of Business Development Ministry Of Commerce） 

  44/100 Nonthaburi Road, Nonthaburi 

電話：0-2528-7600、1570（コールセンター）    E-mail : webmaster@dbd.go.th 

http://www.dbd.go.th 

 

 ●国税局（The Revenue Department） 

  Soi Phaholyothin 7, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 

電話：1166（コールセンター） http://www.rd.go.th 

 

 ●税関（Customs Department） 

  1 Sunthornkosa Road, Klongtoey, Bangkok 

  電話：0-2249-0431～40、0-2667-7100  http://www.customs.go.th 

 

２．民間機関 

 

 ●タイ工業連盟（The Federation Of Thai Industries） 

Queen Sirikit National Convention Center Zone C 4th Floor,  

60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 

電話：0-2345-1000    E-mail : information@fti.or.th 

http://www.fti.or.th 

mailto:pr.dmsc@.mail.go.th
http://www.dmsc.moph.go.th/
mailto:consumer@ocpb.go.th
http://www.ocpb.go.th/
mailto:webmaster@dbd.go.th
http://www.dbd.go.th/
http://www.rd.go.th/
http://www.customs.go.th/
mailto:information@fti.or.th
http://www.fti.or.th/
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 ●GS1 Thailand 

Queen Sirikit National Convention Center Zone C 3rd Floor,  

60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 

電話：0-2345-1193～7    E-mail : info@gs1thailand.org 

 http://www.gs1thailand.org/ 

 

 ●タイ商工会議所（Board Of Trade Of Thailand） 

150/2 Rajchaborpith Road, Phranakorn, Bangkok 

電話：0-2622-1860～75    E-mail : bot@thaichamber.org 

http://www.thaichamber.org 

  

●タイ化粧品化学者協会（The Society Of Cosmetic Chemists Of Thailand） 

Panjabhum 2 Bldg., 7th Fl., South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 

電話：0-2287-3053    E-mail : sccthai@yahoo.com 

http://www.sccthai.org 

  

●食品及び薬品消費者保護クラブ（Food And Drug Consumer Protection Club） 

        60/3 Ramkhamhaeng, Huamak 46, Bangkapi, Bangkok 

電話：081-920-2002    E-mail : info@cosmeticprotection.org 

http://www.cosmeticprotection.org/ 

 

 ●美容及び皮膚科学協会（Thai Society Of Cosmetic Dermatology And Surgery） 

125/9 Sukhumvit 55, Sukhumvit Road, Klongtan Nua, Wattana, Bangkok 

電話：0-2712-6985       

http://www.thaicosderm.org/ 

mailto:info@gs1thailand.org
http://www.gs1thailand.org/
mailto:bot@thaichamber.org
http://www.thaichamber.org/
mailto:sccthai@yahoo.com
http://www.sccthai.org/
mailto:info@cosmeticprotection.org
http://www.cosmeticprotection.org/
http://www.thaicosderm.org/


 

Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 

 
 

31 

参考資料 

 

2008 年 8 月 29 日付保健省公示末尾リスト 

「化粧品に使用する物質の名称と量に関する規定」 

 
No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

1 Boric acid, borates, and 
tetraborates 
 
以下を除く 
N.N -dimethylanilinium 
tetrakis 
(pentafluorophenyl) borate 

パウダー製品 
(Talc) 

boric acid 換算で
5% 

3 歳未満幼児用製品には

使用禁止 
free soluble borate が 1.5%
以上の場合(boric acid 換

算)、擦り傷、かゆみの

ある箇所には使用禁止 
衛生用製品 
(Product for all 
hygiene) 

boric acid 換算で
0.1% 

3 歳未満幼児用製品には

使用禁止 

浴用製品、パー

マ・ストレート

パーマ用製品を

除く他の製品 

boric acid 換算で
3% 

3 歳未満幼児用製品には

使用禁止 
free soluble borate が 1.5%
以上の場合(boric acid 換

算)、擦り傷、かゆみの

ある箇所には使用禁止 
1.1 Tetraborates 浴用製品 boric acid 換算で

18% 
3 歳未満幼児用製品には

使用禁止 
パーマ・ストレ

ートパーマ用製

品 

boric acid 換算で
8% 

 

2 Thioglycolic acid and its 
salts 

パーマ・ストレ

ートパーマ用製

品 

Ph7 - 9.5 の
thioglycolic acid 
換算で 11% 
（使用時） 

使用方法に以下を記すこ

と 
・目に入らないように注

意すること。目に入った

場合、直ちに清潔な水で

洗浄し、医師に相談する

こと 
・使用時は適切な手袋を

着用すること 
脱毛製品 Ph7 - 12.7 の

thioglycolic acid 
換算で 5% 
（使用時） 

使用方法に以下を記すこ

と 
・目に入らないように注

意すること。目に入った

場合、直ちに清潔な水で

洗浄し、医師に相談する

こと 
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No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

  使用後洗い流す

種類の他の毛髪

用製品 

Ph9.5 以下の
thioglycolic acid 
換算で 2% 
（使用時） 

使用方法に以下を記すこ

と 
・目に入らないように注

意すること。目に入った

場合、直ちに清潔な水で

洗浄し、医師に相談する

こと 
・使用時は適切な手袋を

着用すること 
3 Thioglycolic acid esterst パーマ・ストレ

ートパーマ用製

品 

Ph6 – 9.5 の
thioglycolic acid 
換算で 11% 
（使用時） 

使用方法に以下を記すこ

と 
・皮膚に触れるとアレル

ギー症状を起こすことが

ある 
・目に入らないように注

意すること。目に入った

場合、直ちに清潔な水で

洗浄し、医師に相談する

こと 
・使用時は適切な手袋を

着用すること 
4 Oxalic acid, its esters and 

alkali salts 
毛髪用製品 5%  

 
5 Ammonia  NH3換算で 6%  
6 Tosylchoramide sodium  0.2%  
7 Chlorates of alkali metals 歯磨き粉 5%  

その他の製品 3%  
8 p-Phenylenediamine, its 

N-substituted derivatives 
and its salts ; N-substituted 
derivatives of o-
Phenylenediamine 
以下を除く 
o-Phenylene diamine and 
its salts 

染髪用製品 
(Oxidizing 
colouring agents 
for hair dyeing) 

free base 換算で

6%（単体あるい

は混合で使用し

てもよいが、使

用物質全体で

6%を超えないこ

と） 

 

9 Methylphnylenediamines, 
their N-substituted 
derivatives and their salts 
以下を除く 
4-methyl-m-
phenylenediamine and its 
salts 

染髪用製品 
(Oxidizing 
colouring agents 
for hair dyeing) 

free base 換算で

10%（単体ある

いは混合で使用

してもよいが、

使用物質全体で

10%を超えない

こと） 
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No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

10 Diaminophenols 染髪用製品 
(Oxidizing 
colouring agents 
for hair dyeing) 

free base 換算で

10%（単体ある

いは混合で使用

してもよいが、

使用物質全体で

10%を超えない

こと） 

 

11 Dichlorophene  0.5%  
12 Hydrogen peroxide and 

other compounds or 
mixtures that release 
hydrogen peroxide 
including carbamide 
peroxide and zine peroxide 

毛髪用製品 H2O2 present or 
released 換算で
12% 

 
 

皮膚用製品 H2O2 present or 
released 換算で
4% 

 

爪用製品 
(Nail hardening 
preparation) 

H2O2 present or 
released 換算で
2% 

 

口内衛生用製品 H2O2 present or 
released 換算で
0.1% 

 

歯のホワイトニ

ング用製品 
歯科医が消費者

に自宅で使用す

るために処方す

るもの 

H2O2 present or 
released 換算で
6% 

製造者、輸入者、販売者

は歯科医のみに販売する

こと 
消費者への販売禁止 

13 Formaldehyde 爪用製品 
(Nail hardeners) 

formaldehyde 換
算で 5% 

1992 年化粧品法第 5 条

(5)による保健省公示に

定められた条件に基づ

いて、防腐剤として化

粧品に使用してもよい 
14 Hydroquinone 染髪用製品 

(Oxidizing 
colouring agents 
for hair dyeing)  

0.3%  

付け爪作成セッ

ト製品 
0.02% 
（混合後） 

ネイリストを職業とする

者が使用 
15 Potassium or sodium 

hydroxide 
爪用製品 
(Nail cuticle 
solvent) 

重量で 5%  

パーマ・ストレ

ートパーマ用製

品 

重量で 4.5%  

脱毛製品の pH
調整 

 pH⊆12.7 
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No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

  他の製品の pH
調整 

 pH ⊆11 

16 Lithium hydroxide パーマ・ストレ

ートパーマ用製

品 

重量で 4.5%  

脱毛製品の pH
調整 

 pH ⊆12.7 

他の製品の pH
調整（使用後洗

い流すタイプの

み） 

 pH ⊆11 

17 Calcium hydroxide calcium 
hydroxide、
guanidine salt か
ら構成されるパ

ーマ・ストレー

トパーマ用製品 

calcium 
hydroxide の重量

で 7% 

 

脱毛製品の pH
調整 

 pH ⊆12.7 

生産工程におけ

る pH 調整な

ど、他の目的の

ために使用 

 pH ⊆11 

18 1-Naphthol and its salts 染髪用製品 
(Oxidizing 
colouring agents 
for hair dyeing) 

2% 
（混合前） 

hydrogen peroxide と混ぜ

たとき、使用前の比率

が 1%を超えないこと 

19 Sodium nitrite 化粧品容器の錆

び止め(Rust 
inhibitor) 

0.2% secondary、tertiary 
amines、その他

nitrosamines を発生させ

るかもしれない物質と

使用しないこと 
20 Nitromethane 化粧品容器の錆

び止め(Rust 
inhibitor) 

0.3%  

21 Quinine and its salts シャンプー quinine base 換算

で 0.5% 
 

毛髪用ローショ

ン 
quinine base 換算

で 0.2% 
 

22 Resorcinol 染髪用製品 
(Oxidizing 
colouring agents 
for hair dyeing) 

5%  

毛髪用ローショ

ン、シャンプー 
0.5%  
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No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

23 Alkali sulphides(Sulphides 
of alkali metals) 

脱毛製品 sulphur 換算で

2%  pH ⊆12.7 
 

24 Alkaline earth sulphides 
(Sulphides of alkaline 
earth metals) 

脱毛製品 sulphur 換算で

6%  pH ⊆12.7 
 

25 Water-soluble zinc salts 
以下は除く 
zinc 4-hydroxy 
benzenesulphonate、zinc 
pyrithione 

 zinc 換算で 1%  

26 Zinc 4-hydroxy 
benzenesulphonate 

体臭防止製品、

制汗製品、皮膚

用ローション 
(Deodorants, 
antiperspirants 
and astringent 
lotions) 

anhydrous 
substance 換算で
6% 

 

27 Ammonium 
monofluorophosphate 

口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

28 Sodium 
monofluorophosphate 

口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

29 Potassium 
monofluorophosphate 

口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

30 Calcium 
monofluorophosphate 

口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 
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No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

31 Calcium fluoride 口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

32 Sodium fluoride 口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

33 Potassium fluoride 口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

34 Ammonium fluoride 口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

35 Aluminium fluoride 口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

36 Stannous fluoride 口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

 

 



 

Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 

 
 

37 

 
No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

37 Hexadecyl ammonium 
fluoride 

口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

38 3-(N-Hexadecyl-N-2-
hydroxyethylammonio)-
propylbis(2-hydroxyethyl) 
ammonium difluoride 

口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

39 N,N’,N’-
Tris(polyoxyethylene)-N-
hexadecylpylene-diamine 
dihydrofluoride 

口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

40 Octadecenyl-ammonium 
fluoride 

口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

41 Sodium fluorosilicate 口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

42 Potassium fluorosilicate 口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 
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No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

43 Ammonium fluorosilicate 口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

44 Magnesium fluorosilicate 口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

45 1,3-Bis(hydroxymethyl)-
imidazolidine-2-thione 

毛髪用製品 2% 噴射、スプレータイプの

製品には使用禁止 
爪用製品 2% 使用時 pH＜4 であるこ

と 
46 Benzyl alcohol 溶媒、香料、調

味物質 
 1992 年化粧品法第 5 条

(5)による保健省公示に

定められた条件に基づ

いて、防腐剤として化

粧品に使用してもよい 
47 6-methylcoumarin 口内衛生用製品 0.003%  
48 Nicomethanol 

hydrofluoride 
口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

49 Silver nitrate 毛髪用黒染め製

品 
5%  

50 Selenium disulphide フケ取りシャン

プー 
1% 
 

 

51 Aluminium zirconium 
chloride hydroxide 
complexes AlxZr(OH)y Clz 
and the aluminium 
zirconium chloride 
hydroxide glycine 
complexes 

制汗製品 
(Antiperspirants) 

anhydrous 
aluminium 
zirconium 
chloride 
hydroxide,換算で
20% 
5.4% as 
zirconium 

1. The ratio of number of 
aluminium atoms to that of 
zirconium atoms must be 
between 2 and 10 
2. The ratio of the number 
of(Al+Zr)atoms to 
chlorine atoms must be 
between 0.9 and 2.1 
3. 噴射、スプレータイプ

の製品には使用禁止 
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No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

52 Quinolin-8-ol and bis(8-
hydroxyquinolium) 
sulphate 

毛髪用製品の
hydrogen 
peroxide の安定

性促進（使用後

洗浄） 

base 換算で 0.3%  

毛髪用製品の
hydrogen 
peroxide の安定

性促進（使用後

の洗浄不要） 

base 換算で
0.03% 

 

53 Methanol ethanol and 
isopropyl alcohol
の denaturant と
して使用 

ethanol and 
isopropyl alcohol
換算で 5% 

おしぼり、ウェットティ

ッシュ、目の周辺の化粧

品に使用する alcohol の
denaturant として

methanol を使用すること

は許可しないが、alcohol
に含まれる methanol が
1%を超えていなければ

よい 
54 Etidronic acid and its 

salts(1-hydroxyethylidene-
di-phosphonic acid and its 
salts) 

毛髪用製品 etidronic acid 換

算で 1.5% 
 

石鹸 etidronic acid 換

算で 0.2% 
 

55 1-Phenoxypropan-2-ol 使用後洗い流す

タイプの製品の

み 

2% 1. 口内衛生用製品には使

用禁止 
2. 1992 年化粧品法第 5
条(5)による保健省公示

に定められた条件に基

づいて、防腐剤として

化粧品に使用してもよ

い 
56 Magnesium fluoride 口内衛生用製品 fluoride 換算で

0.11%（複数の

フッ化物を使用

する場合、

fluoride が全体で

0.11%を超えな

いこと） 

 

57 Strontium chloride 
hexahydrate 

歯磨き粉 strontium 換算で

3.5%（他の種の

ストロンチウム

化合物と使用す

る場合 strontium
が全体で 3.5%を

超えないこと） 
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No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

  シャンプー、洗

顔用製品 
strontium 換算で

2.1%（他の種の

ストロンチウム

化合物と使用す

る場合 strontium
が全体で 2.1%を

超えないこと） 

 

58 Strontium acetate 
hemihydrate 

歯磨き粉 strontium 換算で

3.5%（他の種の

ストロンチウム

化合物と使用す

る場合 strontium
が全体で 3.5%を

超えないこと） 

 

59 Talc(Hydrated magnesium 
silicate) 

3 歳未満幼児用

パウダー 
 幼児の口、鼻にパウダー

が入らないように注意す

ること 
他の製品   

60 Fatty acid diakylamides 
and dialkanolamides 
(N,N-Dialkyl Fatty acid 
amides and 
dialkanolamides) 

 secondary amines
が 0.5%を超えて

いないこと 

1. nitrosating systems との

使用禁止 
2. 原料である場合、

secondary amines が 0.5%
を超えていないこと 
3.  原料である場合、

nitrosamine content が 50
μg/kg を超えないこと 
4. 容器に nitrite がないこ

と 
61 Monoalkylamines, 

monoalkanolamines and 
their salts 

 secondary amines
が 0.5%を超えて

いないこと 

1. nitrosating systems との

使用禁止 
2. 純度が 99%以上であ

ること 
3. 原料である場合、

secondary amines が 0.5%
を超えないこと 
4.  原料である場合、

nitrosamine content が 50
μg/kg を超えないこと 
5. 容器に nitrite がないこ

と 
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No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

62 Trialkylamines, 
trialkanolamines and their 
salts 

使用後の洗い流

しが不要の製品 
2.5% 1. nitrosating systems との

使用禁止 
2. 純度が 99%以上であ

ること 
3. 原料である場合、

secondary amines が 0.5%
を超えていないこと 
4.  原料である場合、

nitrosamine content が 50
μg/kg を超えないこと 
5. 容器に nitrite がないこ

と 
他の製品  1. nitrosating systems との

使用禁止 
2. 純度が 99%以上であ

ること 
3. 原料である場合、

secondary amines が 0.5%
を超えていないこと 
4.  原料である場合、

nitrosamine content が 50
μg/kg を超えないこと 
5. 容器に nitrite がないこ

と 
63 Strontium hydroxide 脱毛製品の pH

調整 
strontium 換算で

3.5% pH ⊆12.7 
 

64 Strontium peroxide 美容師用の使用

後洗い流す毛髪

用製品 

strontium 換算で

4.5%（混合後） 
排出される Hydrogen 
peroxide が 12%を超えな

いこと 
65 Benzalkonium 

chloride,bromide and 
saccharinate 

使用後洗い流す

毛髪用製品 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

benzalkonium 
chloride 換算で
3% 

･完成品における炭素原

子数が C14以下の
benzalkonium 
chloride,bromide and 
saccharinate の濃度が

benzalkonium chloride 換
算で 0.1%を超えないこ

と 
･1992 年化粧品法第 5 条

(5)による保健省公示に

定められた条件に基づい

て、防腐剤として化粧品

に使用してもよい 
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No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

  他の製品 benzalkonium 
chloride 換算で
0.1% 

1992 年化粧品法第 5 条

(5)による保健省公示に

定められた条件に基づ

いて、防腐剤として化

粧品に使用してもよい 
66 Polyacrylamide 使用後の洗い流

しが不要の皮膚

用製品 

 acrylamide の残留量が

0.1mg/kg を超えないこと 

他の製品  acrylamide の残留量が

0.5mg/kg を超えないこと 
67 2,4-Diaminopyrimidine 3 -

oxide 
毛髪用製品 1.5%  

68 Benzoyl peroxide 付け爪セット製

品 
0.7%（混合後） ネイリストを職業とする

者が使用 
69 Hydroquinone methylether 付け爪セット製

品 
0.02% 
（混合後） 

ネイリストを職業とする

者が使用 
70 Musk xylene 口内衛生用製品

を除くすべての

製品 

fine fragrance で
1.0% 
Eau de toilette で
0.4% 
他の製品で
0.03% 

 

71 Musk ketone 口内衛生用製品

を除くすべての

製品 

fine fragrance で
1.4% 
Eau de toilette で
0.56% 
他の製品で
0.042% 

 

72 Salicylic acid 使用後洗い流す

毛髪用製品 
3.0% 1. シャンプーを除き、3

歳未満幼児用製品には使

用禁止 
2. 防腐剤以外の使用目的

である場合、使用目的を

明示すること 
3. 1992 年化粧品法第 5
条(5)による保健省公示

に定められた条件に基づ

いて、防腐剤として化粧

品に使用してもよい 

他の製品 2.0% 

73 Inorganic sulfites and 
bisulfites 

染髪用製品
(Oxidative hair 
dye products) 

SO2換算で
0.67% 

1. 防腐剤以外の使用目的

である場合、使用目的を

明示すること 
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No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

    2. 1992 年化粧品法第 5
条(5)による保健省公示

に定められた条件に基

づいて、防腐剤として

化粧品に使用してもよ

い 
パーマ・ストレ

ートパーマ用製

品 

SO2換算で 6.7%  

顔の肌を褐色に

する製品 
SO2換算で
0.45% 

体の肌を褐色に

する製品 
SO2換算で
0.40% 

74 Triclocarban 使用後洗い流す

製品 
1.5% 1. 3,3’,4,4’-

Tatrachloroazobenzene、
3,3’,4,4’-
Tatrachloroazoxybenzene 
の含有量が 1 ppm を超え

ないこと 
2. 防腐剤以外の使用目的

である場合、使用目的を

明示すること 
3. 1992 年化粧品法第 5
条(5)による保健省公示

に定められた条件に基づ

いて、防腐剤として化粧

品に使用してもよい 
75 Zinc pyrithione 洗い流しを必要

とする毛髪用製

品 

2% 1992 年化粧品法第 5 条

(5)による保健省公示に

定められた条件に基づ

いて、防腐剤として化

粧品に使用してもよい 
洗い流し不要の

毛髪用製品 
0.5% 

76 Piroctone olamine 洗い流しを必要

とする毛髪用製

品 

1.0% 1992 年化粧品法第 5 条

(5)による保健省公示に

定められた条件に基づい

て、防腐剤として化粧品

に使用してもよい 
洗い流し不要の

毛髪用製品 
0.1% 

77 Climbazonle 洗い流しを必要

とする毛髪用製

品 

2.0% 1992 年化粧品法第 5 条

(5)による保健省公示に

定められた条件に基づい

て、防腐剤として化粧品

に使用してもよい 
洗い流し不要の

毛髪用製品 
0.5% 
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No. 

使用する物質の名称 使用箇所・用途 配合量上限 
（完成品） 条件 

78 Persulfate of ammonium 
or potassium or sodium 

毛髪脱色製品 過酸化水素との

混合前の過硫酸

塩基の 45% 

単体での使用、混合での

使用にかかわらず、

hydrogen peroxide 混合時

に過硫酸塩基で換算し

たとき、20%を超えない

こと 
79 Lead acetate 毛髪黒染め製品 lead 換算で 0.6%  
80 Thiolactic acid and its salts パーマ・ストレ

ートパーマ用製

品 

pH＜9.5 
thiolactic acid 換

算で 8.5% 
（使用時） 

使用方法に以下を記すこ

と 
・目に入らないように注

意すること。目に入った

場合、直ちに清潔な水で

洗浄し、医師に相談する

こと 
・使用時は適切な手袋を

着用すること 
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2007 年保健省公示（第 47 号）末尾リスト 

「化粧品に配合する防腐剤に関する規定」 

 
No. 使用する物質の名称 使用上限 条件 
1 Benzoic acid and its sodium 

salts 
2.5%（酸換算） 1. 使用後洗い流す製品のみに使

用可 
2. 口内に使用する製品には使用

禁止 
1.7%（酸換算） 口内に使用する製品に使用 
0.5%（酸換算） 使用後洗い流し不要に製品に使

用可 
1a. Salts of benzoic acid other than 

that listed under reference 
number 1 and esters of benzoic 
acid 

0.5%（酸換算）  

2 Propionic acid and its salts 2%（酸換算）  
3 Salicylic acid and its salts 0.5%（酸換算） シャンプーを除く 3 歳未満幼児

用製品には使用禁止 
4 Sorbic acid(hexa-2,4-dienoic 

acid) and its salts 
0.6%（酸換算）  

5 Formaldehyde and 
paraformaldehyde 

free formaldehyde 換算

で 0.2%（口内衛生用で

はない他の製品） 

スプレー式製品には使用禁止 

free formaldehyde 換算

で 0.1%（口内衛生用で

はない他の製品） 
6 Biphenyl-2-ol(σ-

phenylphenol)and its salts 
0.2%（phenol 換算）  

7 Zinc pyrithione 1.0%（毛髪用製品） 1. 使用後洗い流す製品のみに使

用可 
2. 口内に使用する製品には使用

禁止 

0.5%（他の製品） 

8 Inorganic sulphites and 
hydrogen sulphites 

0.2%（free SO2換算）  

9 Sodium iodate 0.1% 使用後洗い流す製品のみに使用

可 
10 Chlorobutanol 0.5% スプレー式製品には使用禁止 

11 4-Hydrxybenzoic acid and its 
salts and esters(Parabens) 

0.4%（酸換算） 
1 種類の ester のみを使

用するとき 
 
0.8%（酸換算） 
複数の ester を使用する

とき 

 

12 3-Acetyl-6-methylpyran-
2,4(3H)-dione(Dehydroacetic 
acid) and its salts 

0.6%（酸換算） スプレー式製品には使用禁止 
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No. 使用する物質の名称 使用上限 条件 
13 Fomic acid and its sodium salts 0.5%（酸換算）  
14 3,3’-Dibromo-4,4’- 

hexamethylenedioxy 
dibenzamidine 
(Dibromohexamidine) and its 
salts(including isethionate) 

0.1%  

15 Thiomersal 0.007%（水銀換算） 
水銀化合物と使用する

場合、全体の水銀が

0.007%を超えないこと 

目の周辺に使用する製品のみに

使用可 

16 Phenylmercuric salts(including 
borate) 

0.007%（水銀換算） 
水銀化合物と使用する

場合、全体の水銀が

0.007%を超えないこと 

目の周辺に使用する製品のみに

使用可 

17 Undec-10-enoic acid and salts 
(Undecylenic acid) 

0.2%（酸換算）  

18 Hexetidine 0.1%  
19 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane 0.1% 1. 使用後洗い流す製品のみに使

用可 
2. amines、amides、これらの派

生物を成分としている製品には

使用禁止 
20 Bronopol (2-Bromo-2-

nitropropane-1,3-diol) 
0.1% 1. 使用後洗い流す製品のみに使

用可 
2. amines、amides、これらの派

生物を成分としている製品には

使用禁止 
21 2,4-Dichlorobenzyl alcohol 0.15%  
22 Triclocarban 0.2% 3,3’,4,4’-Tetrachloroazobenzene、

3,3’,4,4’-Tetrachloroazoxybenzene
の含有率が 100 万分の 1 以下で

あること 
23 4-Chloro-m-cresol 0.2% 薄い膜に触れる製品には使用禁

止 
24 Triclosan 0.3%  
25 4-Chloro-3,5-xylenol 0.5%  
26 3,3’-Bis(1-hydroxymethyl-2,5-

dioxoimidazolidin-4-yl)-1,1’-
methylenediurea(Imidazolidinyl 
urea) 

0.6%  

27 Poly 
(1-hexamethylenebiguanide 
hydrochloride) 

0.3% 
 

 

28 2-Phenoxyethanol 1.0%  
29 Hexamethylenetetramine 

(Methenamine) 
0.15%  
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No. 使用する物質の名称 使用上限 条件 
30 Methenamine 3-

chloroallylochloride 
(Quaternium-15) 

0.2%  

31 1-(4-Chlorophenoxy)-1-
(imidazol-1-yl)-3,3-
dimethybutan-2-
one(Cllmbazode) 

0.5%  

32 1,3’-Bis(hydroxymethyl)-5,5-
dimethylimidazolidine-2,4-
dione(DMDM Hydantoin) 

0.6%  

33 Benzyl alcohol 1.0%  
34 1-Hydroxy-4-methyl-6(2,4,4-

trimethylpenthyl)2-pyridon and 
its monoethanolamine 
salt(Piroctone olamine) 

1.0% 使用後洗い流す製品のみに使用

可 
0.5%  

35 6,6-Dibromo-4,4-dicloro-2,2’-
methylenediphenol 
(Bromochlorophene) 

0.1%  

36 4-Isopropyl-m-cresol 0.1%  

37 Mixture of 5-Chloro-2-methyl-
isothiazol-3(2H)-one and 2-
methylisothiazol-3(2H)-one 
with magnesium chloride and 
magnesium nitrate 

0.0015%（5-Chloro-2-
methyl-isothiazol-3(2H)-
one と 2-
methylisothiazol-3(2H)-
one の比率が 3：1） 

 

38 2-Benzyl-4-
chlorophenol(Chlorophene) 

0.2% 
 

 

39 2-Chloroacetaminde 0.3%  
40 Chlorhexidine and its 

digluconate,diacetate and 
dihydrochloride 

0.3% 
（chlorthexidine 換算） 

口内に使用する製品には使用禁

止 

41 1-Phenoxypropan-2-ol 1.0% 使用後洗い流す製品のみに使用

可 
42 Alkyl(C12-C22)trimethyl 

ammonium,bromide and 
chloride 

0.1%  

43 4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine 0.1% 完成品の酸性・アルカリ性が 6
未満であること 

44 N-(Hydroxymethyl)-N-
(dihydroxymethyl-1,3-dioxo-
2,5-imidazolidinyl-4)-N’-
(hydroxymethyl)urea 

0.5%  

45 1,6-Di(4-amidinophenoxy)-n-
hexane(Hexamidine) and its 
salts(including isethionate and 
p-hydroxy benzoate) 

0.1%  

46 Glutaradehyde(Pentane-1,5-
dial) 

0.1% スプレー式製品には使用禁止 
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No. 使用する物質の名称 使用上限 条件 
47 5-Ethyl-3,7-dioxa-1-

azabicyclo[3.3.0] octane 
0.3% 口内に使用する製品、薄い膜に

触れる製品には使用禁止 
48 3-(p-chlorophenoxy)-propane-

1,2-diol(Chlophenesin) 
0.3%  

49 Sodium hydroxyl hethyl amino 
acetate (Sodium hydroxyl 
methylglycinate 

0.5%  

50 Silver chloride deposited on 
Titanium dioxide 

0.004%(AgCl 換算) 20% AgCl(w/w)on TiO2 
3 歳未満幼児用製品、口内に使

用する製品、目の周辺に使用す

る製品、唇に使用する製品には

使用禁止 
51 Benzethonium chloride 0.1% 1. 使用後洗い流す製品のみに使

用可 
2. 使用後洗い流し不要の製品に

使用してもよいが、口内に使用

する製品には使用禁止 
52 Benzalkonium chloride, 

bromide and saccharinate 
0.1%( benzalkonium 
chloride 換算) 

 

53 Benzylhemiformal 0.15% 使用後洗い流す製品のみに使用

可 
54 3-lodo-2-propynyl 

butylcarbamate 
0.05% 口内に使用する製品、唇に使用

する製品には使用禁止 
55 Methylisothiazolinone 0.01%  

備考 

１．Salts とは、Sodium、Potassium、Calcium、Magnesium、Ammonium、Etano- 

lamine、Chloride、Bromide、Sulfate、Acetate をいう。 

２．Esters とは、Methyl、Ethyl、Propyl、Isopropyl、Butyl、Isobutyl をいう。 
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保健省公示 

1993 年（第 14 号） 

1992 年化粧品法の規定に基づいて発布 

「化粧品重要成分量の誤差値に関する規定」 

 

 

1992 年化粧品法第 35 条の規定に基づき、保健省大臣は、以下のとおり、公示を発布する。 

 

第１項 「重要成分」とは、化粧品の効能を発生させる、あるいは効果のある物質をいう。 

（１）1992 年化粧品法第 5 条(1)号の規定に基づいて発布された保健省公示によるところ

の特別管理化粧品に含まれる特別管理物質。 

（２）1992 年化粧品法第 5 条(2)号及び第 27 条の規定に基づいて発布された保健省公示に

よるところの管理化粧品に含まれる管理物質。 

（３）化粧品の重要成分として使われており、係官に名称と量を申告した、あるいはラベ

ルに記されている物質。 

 

第２項 すべての化粧品につき、重要成分の誤差値は、登録したところよりも、あるいは係

官に申告したところよりも、もしくはラベルに記されているところよりも、尐ない場合は

15％以下、多い場合は 18％以下とする。 



 

Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 

 
 

50 

保健省公示 

2005 年（第 40 号） 

「製造、輸入、販売を禁止する化粧品に関する規定」 

 

 

タイ国憲法第 29 条、第 35 条、第 39 条、第 48 条、第 50 条によって、法律の規定に基づ

くことで行うことができると定められていることから、保健省大臣は、個人の自由と権利の

制限に関する規定が含まれている 1992 年化粧品第 5 条(3)の規定に基づき、以下のとおり、

公示を発布する。 

 

第１項 以下に定められたところの微生物学上の特性を持つ化粧品は、製造、輸入、販売を

禁止する化粧品とする。 

（１）疾病を引き起こす以下の微生物が検出された化粧品。 

   ア．緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa） 

   イ．黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus） 

   ウ．鵞口瘡カンジダ（Candida albicans） 

   エ．クロストリジウム（Clostridium spp.）（薬草を使用する化粧品のみ） 

（２）微生物が検出された挿入型生理用品。 

（３）目の周辺に使用する化粧品、薄い膜に触れる化粧品、3 歳未満の幼児用の化粧品で、

空気中で繁殖したバクテリア、イースト、カビの合計が 1 グラムあたり、又は 1 立方セ

ンチメートルあたり 500 コロニー以上検出された化粧品。 

（４）（２）（３）以外の化粧品以外の化粧品で、空気中で繁殖したバクテリア、イースト、

カビの合計が 1 グラムあたり、又は 1 立方センチメートルあたり 1,000 コロニー以上検

出された化粧品。 

 

第２項 第１項の微生物学上の特性は、Bacteriological Analytical Manual（BAM）、あるいは

最新の United State Pharmacopoeia（USP）に記された方法、もしくは同等の基準にある方

法によって試験を行う。 

 

第３項 以下の保健省公示の微生物と試験方法に関する規定を廃止する。 



 

Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 

 
 

51 

（１）1993 年 12 月 16 日付保健省公示第 10 号（1993 年）「生理用品」第 3 項第 3 段落、第

4 段落、第 4 項第 2 段落、及び公示末尾試験方法。 

（２）1993 年 12 月 16 日付保健省公示第 11 号（1993 年）「おしぼりとウェットティッシ

ュ」第 2 項第 2 段落、第 3 項第 2 段落、及び公示末尾試験方法。 

（３）1993 年 12 月 16 日付保健省公示第 12 号（1993 年）「身体にふりかけるパウダー」第

3 項（４）、第 3 項第 2 段落、及び公示末尾試験方法。 

（４）1993 年 12 月 16 日付保健省公示第 13 号（1993 年）「パウダー水」第 3 項（４）、及

び公示末尾試験方法。 

この公示に定められた微生物に関する規定、試験方法を適用する。 

 

第４項 この公示は、官報に公示された日の翌日から 90 日が経過したとき、有効となる。 

 

2005 年 12 月 30 日公示 

アヌティン チャーンウィーラグン 

保健相代理副大臣



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書の利用についての注意・免責事項 

本調査報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）の各海外事務所を通じ委託調査を行い、ビジネス情報サー

ビス課で取りまとめをしたものですが、本書の記述、所見、結論、および提言は必ずしも日本貿易振興機構

（ジェトロ）の見解を反映したものではありません。 

海外の制度・規制等は日々変化するため、最新の情報を確認する必要がある場合は、必ずご自身で最新情報

をご確認ください。 

ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰

的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき

生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえ、ジェトロがかかる損害の可能性を

知らされていても同様とします。 
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