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様式 Orr.1 

受付番号........... 

日付............... 

食品生産施設設立認可申請書（Orr.1） 

 

記入場所...................... 

仏暦.......年.......月......日 

 

１.私.................................年齢...........歳、国籍...........国民登録

証番号..............発行場所...........番地....小路/ソイ......通り......丁目......

町/地区...........郡/区...........都･県...........電話番号...........ファック

ス........... 

 2.食品製造工場許可を申請する。 名義..................................... 

(申請者の名前) 

納税者番号......................、......................(代表者名)、 

.............(製造場所名)、所在地 番地.....小路/ソイ.....通り......丁目.......町/

地区..........郡/区.........都・県............. 

電話番号...........ファックス..........食品保管場所所在地、......番地.....小路/ソ

イ.....通り......丁目......町/地区........郡/区.........都・県........... 

電話番号........... 

3.次の通りの食品を製造する............................................... 

..................................................................................

................................................................................ 

................................................................................. 

4.私は、以下の証拠書類を提出する。 

（1）製造に使用する道具を含む機械、工具及び設備リスト 2通 

（2）製造場所所在地及び周辺の建造物を示した地図 

（3）製造場所内の建造物の設計図 

（4）家屋登録証(タビアンバーン)のコピー又は写真 

（5）申請者である法人の法人登録証のコピーと写真、事業目的及び署名権限を有する代表者 

（6）申請者である法人の被委任者である旨を示した書類 

（7）商業登記証のコピーと写真 

（8）商務省発行の法人の国籍を証明する書類 

 

署名.........................申請者 

    (...........................) 

 

http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Form/FormO1/O1.pdf 

http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Form/FormO1/O1.pdf
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SorBor.1 ページ１ 
 

受付番号........... 

日付............... 

食品生産施設番号申請書（SorBor.1） 

 記入場所...................... 

仏暦.......年.......月......日 

１.私.................................年齢...........歳、国籍...........国民登録証

番号..............発行場所...........番地....小路/ソイ......通り......丁目......町

/地区...........郡/区...........都･県...........電話番号...........ファック

ス........... 

 は、食品生産施設番号を申請する。 名義..................................... 

(申請者の名前) 

納税者番号......................、......................(代表者名)、 

.............(製造場所名)、所在地 番地.....小路/ソイ.....通り......丁目.......町/

地区..........郡/区.........都・県............. 

電話番号...........ファックス..........食品保管場所所在地、......番地.....小路/ソ

イ.....通り......丁目......町/地区........郡/区.........都・県........... 

電話番号...........ファックス.......... 

2.本製造場所において製造される食品 

グループ１     グループ 2      グループ 3       グループ 4 

特定管理食品      品質規格管理食品     表示管理食品   1、2、3のいずれにも当て 

はまらない食品で販売用容器 

に詰められた加工食品 

種類...........       種類...........   種類...........   

...............       ...............   ...............     

...............       ...............   ...............    ............... 

3.私は食品生産施設番号の申請に当たって、以下の証拠書類を提出する。 

□3.1工場に該当しない食品製造場所番号の申請(様式 SorBor.1) 2通 

□3.2製造に使用する道具を含む機械、工具及び設備リスト、ならびに労働者の人数 

□3.3製造場所所在地及び周辺の建造物を示した地図 

□3.4製造場所内の建造物の設計図 

□3.5家屋登録証(タビアンバーン)のコピー又は写真 

□3.6申請者である法人の法人登録証のコピーと写真、事業目的及び署名権限を有する代表者 

□3.7商業登記証のコピーと写真 

□3.8申請者である法人の被委任者である旨を示した書類 

□3.9商務省発行の法人の国籍を証明する書類 

□3.10その他............................ 
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SorBor.1 ページ 2 

-2- 

4.以下を保証する。 

4.1以上で述べた食品製造は、下記に準じている。 

 □製造方法、製造に使用する工具、道具及び食品保管に関する商務省の告示 

 □製造方法、製造に使用する工具、道具及び販売用容器に詰められた加工食品の 

保管に関する商務省の告示 

 □その他............................................................ 

4.2製造する食品は下記の特徴を有していること。 

 □商務省の告示に従った.................................................... 

..............................についての品質や規格を有している。 

 □食品添加物に関する商務省の告示に従った食品添加物を使用している。 

□食品への使用が禁じられている原料に関する商務省告示に従った使用禁止原料は

使用していない。 

□原料として製造、輸入、販売が禁止されている食品に関する商務省の告示で製造、

輸入、販売が禁止されている食品は使用していない。 

 □商品表示に関する商務省告示に従った食品表示(ラベル)を行っている。 

 □容器に関する商務省告示に従った容器を使用している。 

 □その他.................................................................. 

4.3食品登録番号を表示しなければならない食品について、毎回品目毎に、食品の初回製造

前に食品医薬品局へ様式 SorBor.3に従った食品ラベルの使用許可申請書を提出しなければ

ならない。又は SorBor.5の様式に従った製造食品の詳細を通知しなければならない。 

5.販売用容器に梱包された加工食品について食品登録番号を申請する。 

6.私は、上記で述べた保証について、全ての項目を実施することが可能であることをここに

保証する。 

署名.........................実施者 

    (...........................) 

注：4.1～4.2の項目についての保証に違反した場合、1979年食品法に従って処罰される。 

担当者記入 

食品登録番号表示のための食品製造場所番号について 

□許可する 

 食品製造場所番号........................................................ 

 ................................................................に対して 

                        (個人名と店名、もしくは法人名) 

□許可しない 理由........................................................ 

署名..............................許可者 

        (..............................) 

役職.............................. 

日付.............................. 
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http://newsser.fda.moph.go.th/food/DownloadFrom.php 

  

http://newsser.fda.moph.go.th/food/DownloadFrom.php
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委任及び実施者任命書 

30バーツ切手を貼る 

記入................... 

    仏暦...........年............月..........日 

この書類を以って、私............................................................  

(法人名及び法人の種類)本社所在地 番地..........小路/ソイ...........通り.........

丁目.............町/地区.............郡/区........ 

都・県..........代表者............................................ は、 

(会社代表署名権限を有する取締役) 

商務省の法人登録証、番号...........日付........... に明記されている通り、法人に代

わって権利を持つ者として、...........................を、1979年食品法の履行におけ 

            (会社が許可書の保持を認める者の氏名) 

る実施者であり、私の代理権限者として委任し任命する。 

従って..............................は通常、一般的に申請者が当然行うべき業務 

  (会社が許可書の保持を認める者の氏名) 

なわち申請、供述書、説明書の署名並びに製造、輸入許可、許可書の更新、食品調理法の登

録、食品ラベルの使用許可、それらの書類における削除や追加事項、各書類の保証、政府か

らの指示の了承やその他の業務に関わるあらゆる書類の署名を行うこととする。 

本委託の範囲内での、上記実施者及び被委任者の行為については、私が責任を有し、すべ

ての事項において拘束を受ける。以上は、(日付)..............より有効とする。 

 

会社印      署名...........................実施者への委任及び任命者 

        (...........................) 

      署名........................... 実施者への委任及び任命者 

(...........................)  

      署名........................... 被委任者 

 (...........................)  

      署名........................... 証人 

 (...........................)  

      署名........................... 証人 

 (...........................)  

 

注：会社代表署名権限者の名を表示した最新版の登録保証書を添付すること。 

  

会社代表署名

権限を有する

取締役 
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http://newsser.fda.moph.go.th/food/files/Zgive03.doc 

  

http://newsser.fda.moph.go.th/food/files/Zgive03.doc
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申請書類 一般委任状 

一般委任状 

30バーツ切手を貼る 

記入................... 

    仏暦...........年............月..........日 

 

この書類を以って、..................................(業務所名)を代表する、

私..................................................(個人名)、本社所在地 番

地..........小路/ソイ...........通り.........丁目.............町/地区.............

郡/区........都・県..........は、.................................................

へ............................................................................... 

..................................................................................

..................................................................................

...............................................................................に

おける権限者として委任し任命することを申請する。 

 本委託の範囲内での、上記実施者及び被委任者の行為については、私が責任を有し、す

べての事項において拘束を受ける。本委任状は、上記で記述した実施事項のみの権限の委託

とする。以上は(日付)..............より有効とする。 

 

会社印      署名...........................委任者 

        (...........................) 

      署名........................... 委任者 

 (...........................)  

      署名........................... 被委任者 

 (...........................)  

      署名........................... 証人 

 (...........................)  

      署名........................... 証人 

 (...........................)  

 

注： 

1．権限の内容について明記すること。例えば、食品製造許可の申請をする、本国に食品を

持ち込むもしくは注文する許可の申請をする、これらの許可申請についての改定、追加、削

除、説明、供述をする等。 

2．委任者が法人である場合、委任者は法人登録証に全て従わなければならない。例えば、

２名の役員が署名をし、会社印を捺印する等。又、法人登録証を添付すること。 
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ตวัอยา่ง หนงัสือมอบอ านาจทัว่ไป
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様式 Orr.2 

 

食品生産認可証（Orr.2） 

 

許可書番号....................... 

 

本認可証を.................... を事業実施者とする..........................へ付与

し、1979年食品法 14条に従い販売するための食品製造工場建設を許可された者とする。 

製造場所名....................... 番地..........小路/ソイ...........通り.........

丁目.............町/地区.............郡/区........都・県..........、又食品保管場所 

番地..........小路/ソイ...........通り.........丁目.............町/地

区.............郡/区........都・県.......... 

本認可証は、仏暦......年 12月 31日迄有効であり、本認可証に記載された食品製造場所

及び食品保管場所についてのみ有効。 

物暦......年......月......日 

.................. 

役職............ 

許可者 

許可書延長報告 

第 1回認可証延長     第 2回認可証延長 

本許可書の延長期限     本許可書の延長期限 

仏暦......12月 31日    仏暦......12月 31日 

(署名) ............    (署名) ............ 

役職............     役職............ 

  許可者        許可者 

..../..../....     ..../..../.... 

第 3回認可証延長     第 4回認可証延長 

本許可書の延長期限     本許可書の延長期限 

仏暦......12月 31日    仏暦......12月 31日 

(署名) ............    (署名) ............ 

役職............     役職............ 

  許可者        許可者 

..../..../....     ..../..../.... 
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様式 SorBor.2 

受付番号........... 

日付............... 

食品生産施設修正フォーム（SorBor.2） 

 

1. 私、製造場所事業実施者........................製造所名............ 番地..........

小路/ソイ...........通り.........丁目.............町/地区.............郡/区........

都・県..........郵便番号..........電話番号..........ファックス..........食品製造場所

番号..........は、 

以下のとおり食品製造場所及び食品保管場所についての詳細の改定を申請する。 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

.............................................................................. 

2.私は以下のとおり証拠書類を提出する。 

□2.1 工場に該当しない食品製造場所の改定様式(SorBor.2)2通 

□2.2 製造に使用する道具を含む機械、工具及び設備リスト、ならびに労働者の人数 

□2.3 工場の所在地及び周辺の建造物を示した地図 

□2.4 工場内の建造物の設計図 

□2.5 家屋登録証(タビアンバーン)のコピーと写真 

□2.6 申請者である法人の法人登録証のコピーと写真、事業目的及び署名権限を有する代表者 

□2.7 商業登記証のコピーと写真 

□2.8 申請者である法人の被委任者である旨を示した書類 

□2.9その他 

3.私は以上で述べた食品製造場所における食品製造が、一般的な衛生学、並び

に.............に関して述べた食品製造における良好な原則、方法に基づく規定に準ずる

ことをここに保証する。 

署名..........................実施者 

   (..........................) 

 

担当者記入 

□許可する 

□許可しない 理由............................................................. 

............................................................................... 

 

                                                                                                                     署名........................許可者 

                                                                                                                           (........................) 

                                                                                                役職.......................... 

                                                                                                                       日付.......................... 
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http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Form/Sb2.pdf  
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様式 Sor.4 

受付番号........... 

登録日............... 

(記入者である担当者用) 

 

食品生産認可証項目変更申請書（Sor.4） 

 

 1.私......................................年齢 .....歳 国籍..... 国民身分証明書番

号..............発行場所...........番地....小路/ソイ......丁目......通り......町/地

区...........郡/区...........都･県........... 

電話番号........... 

2............を事業実施者とする...........に対し付与済みの、食品製造許可書番号 

...........における項目変更を申請する。製造場所所在地 番地....小路/ソイ......通

り......丁目......町/地区...........郡/区...........都･県...........電話番号........... 

3.変更報告.......................................................................... 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

................................................................................ 

この申請において、以下の書類を添付する。 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

................................................................................ 

(署名) ..........................申請者 

(..........................) 
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แบบ ส.4         เลขรับที่ …………………… 

         ลงวนัที่ ……………………. 

 (ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 

ค ำขอเปล่ียนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตผลิตอำหำร 

1.  ข้าพเ จ้า  ………..……………..……………………………  อายุ  …… ปี  สัญชาติ 

…………บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ………………………………. ออกให้ ณ ………………………………………. อยู่เลขท่ี 

…………………. ตรอก/ซอย …………………………… หมู่ ท่ี  …….. ถนน ………….………….….. ต าบล/แขวง 

……………………………… อ า เภอ /เขต  ………………………… จังหวัด  …………..……………. โทรศัพ ท์ 

……………………………………… 

2.  ขอเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิตอาหาร เลขท่ี ……………………………… ซึ่งให้ไว้แก่ 

…………………………………………………… โดยมี …………………………….……….. เป็นผู้ด าเนนิกิจการสถานท่ีผลติเลขท่ี 

…….…………….. ตรอก/ซอย …………………………  ถนน ………….…………………………………………………….  

หมูท่ี่ ………… ต าบล/แขวง ………………………………….. อ าเภอ/เขต ………………………………………. 

จงัหวดั …………………..……………. โทรศพัท์ ……………………………………… 

3.  รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

พร้อมค าขอฯนีไ้ด้แนบเอกสารมาด้วย คือ 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

    (ลงลายมือช่ือ) ……………..………………… ผู้ยื่นค าขอ 

  (…………………………….…………….) 
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様式 Orr．5 

受付番号........... 

日付............... 

(記入者である担当者用) 

 

食品保管施設の移転認可申請書（Orr.5） 

 

記入................... 

    仏暦...........年............月..........日 

私........................年齢 .....歳 国籍..... 国民身分証明書番号.............. 

発行場所...........番地....小路/ソイ......丁目......通り......町/地区...........郡/

区...........都･県........... 

電話番号........... 

 食品製造場所や食品保管場所の移動を申請する。(1)  許可書番号....................

名義......................食品製造、保管場所(1) 名 ...................... 

     (許可を受ける者の名前) 

番地....小路/ソイ...... 通り......丁目.....町/地区...........郡/区...........都･

県...........電話番号...........は、番地....小路/ソイ...... 通り......丁目.....町/

地区...........郡/区...........都･県...........電話番号...........へ移動する。 

私はこの申請について以下の証拠書類を添付する。 

(1)食品製造に使用する機械、工具及び設備リスト 2部 

(2)工場の所在地及び周辺の建造物を示した地図 2部 

(3)工場内の建造物の設計図 2部 

(4)食品製造許可書もしくはそれに代わる書類 

(5)申請者である法人の被委任者である旨を示した書類 

 

(署名) ........................申請者 

..................................................................................

...................................... 
(1) 注：必要のない項目は削除 
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http://newsser.fda.moph.go.th/food/files/O5.doc 

  

http://newsser.fda.moph.go.th/food/files/O5.doc
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様式 Orr．3 

受付番号........... 

日付............... 

(記入者である担当者用) 

食品製造許可書の更新許可申請（Orr.3） 

 

記入................... 

    仏暦...........年............月..........日 

 

私........................年齢 .....歳 国籍..... 国民身分証明書番号.............. 

発行場所...........番地....小路/ソイ......通り......丁目......町/地区...........郡/

区...........都･県........... 

電話番号........... 

食品製造許可書の更新を申請する。許可書番号....................名

義......................食品製造場所名 ........................................... 

     (許可を受ける者の名前) 

番地....小路/ソイ...... 通り......丁目.....町/地区...........郡/区...........都･

県...........電話番号...........許可した仏暦...........年............月............日 

失効日仏暦............年............月............日 

 私はこの申請について以下の証拠書類をする。 

(1)食品製造許可書もしくはそれに代わる書類 

(2)申請者である法人の被委任者である旨を示した書類 

 

(署名) ........................申請者 
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เลขรับท่ี……………………… 

วนัท่ี………………………… 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 

ตวัอยา่ง แบบ อ.3 

แบบ อ.๓ 

 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร 

--------------------------------- 

เขียนที……………………………………. 

วนัท่ี……..…เดือน……………..……..พ.ศ………..… 

ข้าพเจ้า …………………..…….………..……………. อาย ุ…………… ปี  สญัชาต ิ……….… 

บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี…………..…………..……….…...ออกให้ ณ………………………………….… 

อยูเ่ลขท่ี………………….ตรอก/ซอย……………..……………ถนน………………………..……...หมูท่ี่……… 

ต าบล/แขวง…………………...…..……อ าเภอ/เขต……………………………….จงัหวดั……………………… 

โทรศพัท์ ……………………………….. 

ขอตอ่อายใุบอนญุาตผลิตอาหาร   ตามใบอนญุาตท่ี ……………………………………ในนามของ 

………………………………………………..… สถานท่ีผลติช่ือ ………………………………………………… 

                                            (ชื่อผู้ รับอนุญาต) 

อยูเ่ลขท่ี…………………..ตรอก/ซอย………………….…….…..ถนน……………………….…….หมูท่ี่……… 

ต าบล/แขวง…………………………………อ าเภอ/เขต…………………………….…จงัหวดั……………………โทรศพัท์…

……………….…… ซึ่งได้รับอนญุาตเมื่อวนัท่ี…………. เดือน …….………………พ.ศ…………… 

และสิน้อายเุมื่อวนัท่ี………………เดือน………………………………..พ.ศ………………….. 

พร้อมกบัค าขอนีข้้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ 

(๑)  ใบอนญุาตผลิตอาหารหรือใบแทน 

(๒)  หนงัสือแสดงว่าเป็นผู้ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบคุคลผู้ขออนญุาต 

(ลายมือช่ือ) …………………………………….. ผู้ยื่นค าขอ 
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様式 Orr．6 

受付番号........... 

日付............... 

(記入者である担当者用) 

食品輸入許可申請（Orr.6） 

------------------------------------ 

記入................... 

    日付............月............仏暦.......... 

 

1.私........................年齢 .....歳 国籍..... 国民身分証明書番号.............. 

発行場所...........番地....小路/ソイ......通り......丁目......町/地区... ......郡/区 

...........都･県........... 

電話番号........... 

2.本国への食品輸入、発注許可を申請する。名義.................... 

....................、事業実施者........................................... 

   (許可を受ける者の名前) 

輸入場所....................番地....小路/ソイ...... 通り......丁目.....町/地

区...........郡/区...........都･県...........電話番号...........又、食品保管場所番

地....小路/ソイ...... 通り......丁目.....町/地区...........郡/区...........都･

県...........電話番号........... 

 3.以下の食品を輸入する.......................................................... 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

.............................................................................. 

 4.私はこの申請について以下の証拠書類を添付する。 

 (1)食品保管及び食品品質維持に使用する道具の報告(ある場合) 2部 

(2)輸入場所、食品保管場所の所在地及び周辺の建造物を示した地図 2部 

(3)食品保管場所内の建造物の設計図 2部 

(4)家屋登録証(タビアンバーン)のコピーと写真 

(5) 申請者である法人の法人登録証のコピーと写真、事業目的及び署名権限を有する代表者 

(6)申請者である法人の被委任者である旨を示した書類 

(7)営業登録証もしくは商業登記証のコピーと写真 

(8)商務省発行の法人の国籍を証明する書類 

 

(署名) ........................申請者 
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เลขรับท่ี…………………… 

วนัท่ี……………………….. 

    (ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม อ.6 

แบบ อ.๖  

 

ค ำขออนุญำตน ำหรือส่ังอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

------------------------------------------ 

เขียนท่ี…………………………………… 

วนัท่ี…..…..…เดือน……….…..……..พ.ศ……….…… 

๑. ข้าพเจ้า ……………..…….………….…………………….….………. อาย…ุ……..…… ปี   

สญัชาต…ิ…………………..…บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี…………..…………….….………...ออกให้ 

ณ…………………………………...อยูเ่ลขท่ี……..…………….ตรอก/ซอย………..………………………….ถนน……………
………….…………...หมูท่ี่……………….ต าบล/แขวง…………….…..……………………. 

อ าเภอ/เขต……………………..……….จงัหวดั………………….………โทรศพัท์…………………………….. 

๒. ขอรับใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร ในนามของ…..…………………….. 

……………………………….โดยมี ………………………………………………….…… เป็นผู้ด าเนนิกิจการ 
                      (ชื่อผู้ขออนญุาต) 

ณ สถานท่ีน าเข้าช่ือ …………………………………………………………………… 
อยูเ่ลขท่ี…………………… 

ตรอก/ซอย…………………………………ถนน…………………………………………….หมูท่ี่………………… 

ต าบล/แขวง…………………………อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั………………………………โทรศพัท์………
………………และมีสถานท่ีเก็บอาหารอยูเ่ลขท่ี …………… ตรอก/ซอย………………………………… 

 ถนน………………………………………… หมูท่ี่ ………… ต าบล/แขวง ……………………………………… 

อ าเภอ/เขต……………………………….จงัหวดั…………………………… โทรศพัท์…………………………… 

๓. เพ่ือน าเข้าซึง่อาหาร……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.  พร้อมกบัค าขอนีข้้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ 

(๑)  รายการอปุกรณ์ท่ีจะใช้ในการเก็บและรักษาคณุภาพอาหารให้คงสภาพ (ถ้าม)ี จ านวน ๒ ชดุ 

(๒)  แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสถานท่ีน าเข้า สถานท่ีเก็บอาหาร และสิ่งปลกูสร้างท่ีอยูใ่นบริเวณ 

 ใกล้เคียง จ านวน ๒ ชดุ 

(๓)  แผนผงัภายในของสถานท่ีเก็บอาหาร จ านวน ๒ ชดุ 

(๔)  ส าเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน 

(๕)  ส าเนาหรือรูปถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียน วตัถปุระสงค์ และผู้มีอ านาจลงช่ือแทน 

   นิติบคุคลผู้ขออนญุาต 

(๖)  หนงัสือแสดงว่าเป็นผู้ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบคุคลผู้ขออนุญาต 

(๗)  ส าเนาหรือรูปถ่ายใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ 

(๘)  หนงัสือรับรองสญัชาติของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ 

(ลายมือช่ือ) …………………………………….. ผู้ยื่นค าขอ 

http://newsser.fda.moph.go.th/food/files/O6.doc 
  

http://newsser.fda.moph.go.th/food/files/O6.doc
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........................ 

許可書番号.............. 

食品輸入許可申請証明書（新規） 

 

    仏暦...........年............月..........日 

 

 1.私........................年齢 .....歳 民族........国籍.............は、 

本国への食品の輸入もしくは発注場所................................................ 

...................................................................................

................................................................................. 

食品の種類........................................................................ 

輸入場所番号...................................................................... 

..................電話....................食品保管場所番号........................ 

...................................................................................

................................................................................. 

........................................................電話...................... 

の事業実施者/被委任者である。 

2.私は食品保管場所の詳細が以下に記載する規定に適合していることをここに保証す   

 る。 

  2.1食品保管場所の外部環境について換気状態が良好である。 

  2.2食品保管場所の形態が、 

     〇特定食品保管建物 

      〇その他の商品を含む食品保管建物 その他の商品とは.................... 

      〇住居のある、もしくは一部が住居となっている商業建物 

      〇住居のない商業建物 

 2.3食品保管場所の広さ......................㎡ 

 2.4本保証書に添付した書類に準じた食品保管を行う。 

  2.5十分に食品を保管することが可能な 8インチ程の高さの透明の棚/壇もしくは高床を

準備する。 

  2.6品質保管、維持のための道具がある。 

  2.7「本国への食品輸入、注文場所」の看板を作成し、事務所や食品保管場所前に分か 

りやすく掲示する。 看板数 2つ(保管場所と事務所が分かれている場合) 
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-2- 

2.8「食品保管場所」の看板を作成、食品倉庫前に掲示する。 

2.9食品の各種類を表示した看板を合計...........個(看板の個数)作成 食品保管場所に 

 掲示する又は掛ける。 

2.10申請する食品保管所に従う申請書添付写真(証拠写真) 合計...........枚  

3.私は、代理人となる場合、すべての項目について自ら誠実に供述をおこない、すべて発言どお

りに実施することを保証する。 

 

            署名......................事業実施者/被委任者/代理人 

 (......................) 

     ......................担当者 

         (......................) 

     ......................証人 

         (......................) 

     ......................証人 

         (......................) 

 

 

注 -調査の際に担当者が使用する食品保管場所の調査登録フォームに記載された事項は、許可

書発行を検討するために使用するデータである 
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証明書添付書類 

 

食品保管詳細 

 

各種食品を他の商品に混入しないように保管しなければならない。同一建物内に他の商品が存在

する場合、食品と他の商品を区分して保管しなければならない。 

 

1. 輸入食品と他の食品を併せて保管する場合、保管エリアを区画することが望ましい。 

 

2. 食品と箱、容器等の他の物品を併せて保管する場合、食品を区分して保管することが望ま

しい。 

 

3. 同一建物内に食品と薬品、化粧品、毒物を併せて保管する場合、天井まで壁で区画され、

専用の出入り用扉のある部屋に各種製品を保管しなければならない。毒物と併せて保管す

る場合はベルトコンベアを共用してはならない。 

 

4. 同区物のある工場や施設内に食品を保管しない。 

 

5. 同一建物内に複数の食品を併せて保管する場合、部屋を分けて保管しなければならない。

冷蔵室の場合は混入しないように各食品を区画して保管する。 

 

6. 食品保管エリアや保管室は居住エリアやトイレ等の他のエリアへの通路となってはならな

い。 

 

備考：副委員会規定「1991年食品の生産、輸入、輸出の原則及び条件」食品の生産・輸入施設

審査原則を参照 
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http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Form/FormO6/cer_O6.pdf 

  

http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Form/FormO6/cer_O6.pdf
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特定管理食品登録書（Orr.17） 
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http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Form/FormO17/O17.pdf 

  

http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Form/FormO17/O17.pdf


 

36 

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved. 

 

様式 Orr.7 

(国章) 

 

食品輸入許可書（Orr.7） 

許可書番号....................... 

本許可書を.................... を事業実施者とする..........................へ付与

し、を 1979年食品法 14条に従い販売するための食品輸入を許可された者とする。 

輸入場所名....................... 番地..........小路/ソイ...........通り.........

丁目.............町/地区.............郡/区........都・県..........、又食品保管場所 

番地..........小路/ソイ...........通り.........丁目.............町/地

区.............郡/区........都・県.......... 

本許可書は、仏暦......年 12月 31日迄有効であり、本許可書に記載された食品輸入場所

及び食品保管場所についてのみ有効。 

物暦......年......月......日 

.................. 

役職............ 

許可者 

許可書延長報告 

第 1回許可書延長     第 2回許可書延長 

本許可書の延長期限     本許可書の延長期限 

仏暦......12月 31日    仏暦......12月 31日 

(署名) ............    (署名) ............ 

役職............     役職............ 

  許可者        許可者 

..../..../....     ..../..../.... 

第 3回許可書延長     第 4回許可書延長 

本許可書の延長期限     本許可書の延長期限 

仏暦......12月 31日    仏暦......12月 31日 

(署名) ............    (署名) ............ 

役職............     役職............ 

  許可者        許可者 

..../..../....     ..../..../.... 
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食品登録書（SorBor.5） 
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ラベル使用許可証明書（SorBor.3） 
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http://newsser.fda.moph.go.th/food/files/Sb3.doc 
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広告申請書（KorOr.1） 
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