
項目１ 項目２ リンク関連 タイトル URL その他言語 URL 備考

品目の定義 - 関係省庁 中華人民共和国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

品目の定義 - 関係省庁 中華人民共和国商務部（中国語） http://www.mofcom.gov.cn/

品目の定義 - 根拠法等 中華人民共和国輸出入税則（2020版）（中国語）
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/t201912

30_3452186.htm

品目の定義 - その他参考情報 中華人民共和国税関総署「掌上税関」アプリ（中国語） http://online.customs.gov.cn/static/pages/mySearch.html

品目の定義 - その他参考情報 日本税関web輸出統計品目表 https://www.kanzei.or.jp/statistical/expstatis/top/index/j

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 関係省庁 中国農業農村部（中国語） http://www.moa.gov.cn/

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 関係省庁 動物検疫所 http://www.maff.go.jp/aqs/

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 根拠法等 「日本牛海綿状脳症による輸入禁止措置の解除に関する税関総署の公告」（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2800867/index.html

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 根拠法等 「日本口蹄疫による輸入禁止措置の解除に関する税関総署の公告」（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2800850/index.html

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 根拠法等 中国向け輸出予定の肉類製品評価審査手続（中国語）
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/jckrljgz

yxx33/2812357/index.html

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） 根拠法等 評価審査要求に合致する国又は地域から中国向けに輸出する肉類製品リスト（中国語）
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/jckrljgz

yxx33/2812399/index.html

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） その他参考情報 動物検疫所「日本からの動物および畜産物の輸入停止を通知・発表している国・地域」 http://www.maff.go.jp/aqs/topix/ex/suspension.html

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） その他参考情報 ジェトロ　ビジネス短信　日本産牛肉の輸入禁止措置を解除
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/dbe73ead1c687

d80.html

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） その他参考情報 ジェトロ「貿易管理制度」 https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_02.html

輸入規制 1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制等） その他参考情報 税関総署データオンライン検索システム http://43.248.49.97/

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 関係省庁 中国国家認証認可監督管理委員会（中国語） http://www.cnca.gov.cn/

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 根拠法等 輸出入食品安全管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2371498/index.html
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

foods/pdf/sanitation_021.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 根拠法等 輸出入食品安全管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2371498/index.html
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

foods/pdf/sanitation_021.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 根拠法等 中華人民共和国食品安全法（中国語）
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/c6d064de829

5489288ec1383b33212ee.shtml
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4

e2198aab9fbd50.html
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 根拠法等 中華人民共和国食品安全法実施条例（中国語）
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-

10/31/content_5447142.htm
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

foods/pdf/sanitation_201911.pdf

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 根拠法等 輸入食品輸出入事業者届出管理規定（中国語）
https://zycpzs.mofcom.gov.cn/html/gjscjdglzj/2018/9/153

7249843008.html
（仮訳）

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariy

aku.pdf

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 根拠法等 輸入食品国外生産企業登録管理規定（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2372812/index.html
（仮訳）

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariy

aku.pdf

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 根拠法等 輸出入肉類製品検査検疫監督管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2371495/index.html

（仮訳） https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kari

yaku.pdf
仮訳はp.101です。

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 その他参考情報 輸入食品・化粧品の輸出入業者届出システム（中国語） http://ire.customs.gov.cn/

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 その他参考情報 互联网+海关
https://app.singlewindow.cn/cas/login?_loginInternetPlus

=1&service=http%3A%2F%2Fire.customs.gov.cn%2Fexpire

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 その他参考情報 輸入食品国外生産企業登録管理システム（中国語） http://spj.customs.gov.cn/cifer/

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 その他参考情報 輸入植物製品の国外生産、加工、保管事業者登録登記（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/1481624/hlwhgxtsj/

2514813/index.html

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等 その他参考情報 輸入食品国外生産企業登録ガイダンス（中国語） http://online.customs.gov.cn/static/pages/treeGuide.html

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 根拠法等

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 その他参考情報

食品関連の規制 1. 食品規格 関係省庁 国家標準化管理委員会（中国語） http://www.sac.gov.cn/

食品関連の規制 1. 食品規格 根拠法等 食品安全国家標準 生鮮・冷凍家畜家禽製品（GB 2707-2016）（中国語）
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/C0E0C6E6-

792C-4C3D-B4E4-91B21D00BAD1.html

【中国】牛肉の輸入規制、輸入手続きの関連リンク

http://www.customs.gov.cn/
http://www.mofcom.gov.cn/
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/t20191230_3452186.htm
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/t20191230_3452186.htm
http://online.customs.gov.cn/static/pages/mySearch.html
https://www.kanzei.or.jp/statistical/expstatis/top/index/j
http://www.customs.gov.cn/
http://www.moa.gov.cn/
http://www.maff.go.jp/aqs/
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2800867/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2800867/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2800850/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2800850/index.html
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/jckrljgzyxx33/2812399/index.html
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/jckrljgzyxx33/2812399/index.html
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/ex/suspension.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/dbe73ead1c687d80.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/dbe73ead1c687d80.html
http://www.customs.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371498/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371498/index.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_021.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_021.pdf
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371498/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371498/index.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_021.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_021.pdf
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/c6d064de8295489288ec1383b33212ee.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/c6d064de8295489288ec1383b33212ee.shtml
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-10/31/content_5447142.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-10/31/content_5447142.htm
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_201911.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_201911.pdf
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372812/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372812/index.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371495/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371495/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://ire.customs.gov.cn/
https://app.singlewindow.cn/cas/login?_loginInternetPlus=1&service=http%3A%2F%2Fire.customs.gov.cn%2Fexpire%2Fcontroller%3FSERVICE_ID%3DFRAMEWORK_LOGIN_SERVICE
https://app.singlewindow.cn/cas/login?_loginInternetPlus=1&service=http%3A%2F%2Fire.customs.gov.cn%2Fexpire%2Fcontroller%3FSERVICE_ID%3DFRAMEWORK_LOGIN_SERVICE
http://www.customs.gov.cn/customs/1481624/hlwhgxtsj/2514813/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/1481624/hlwhgxtsj/2514813/index.html
http://www.customs.gov.cn/
http://www.sac.gov.cn/
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/C0E0C6E6-792C-4C3D-B4E4-91B21D00BAD1.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/C0E0C6E6-792C-4C3D-B4E4-91B21D00BAD1.html


項目１ 項目２ リンク関連 タイトル URL その他言語 URL 備考

【中国】牛肉の輸入規制、輸入手続きの関連リンク

食品関連の規制 1. 食品規格 根拠法等 中華人民共和国国家標準　生鮮・冷凍分割牛肉(GB/T 17238-2008 )（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=56

5A2A7FD92C461614A43CE0DBE6A6E8
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4

e2198aab9fbd50.html

食品関連の規制 1. 食品規格 根拠法等 照射冷凍包装家畜家禽肉類衛生標準（GB 14891.7-1997）（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=0B

2530AF81A1EB75DE10D014495BD7F8

食品関連の規制 1. 食品規格 その他参考情報 国家標準全文公開システム（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE6

5D05C914F83A8BA55EFF82526E

食品関連の規制 1. 食品規格 その他参考情報 食品安全国家標準データ検索プラットフォーム（中国語） https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db

食品関連の規制 2. 残留農薬および動物用医薬品 関係省庁 中国国家衛生健康委員会（中国語） http://www.nhc.gov.cn/

食品関連の規制 2. 残留農薬および動物用医薬品 根拠法等 食品安全国家標準 食品中農薬最大残留上限値（GB 2763—2019）（中国語）
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/403F23AF-

A725-48C2-A9AD-CD73C824FB61.html

食品関連の規制 2. 残留農薬および動物用医薬品 根拠法等 食品安全国家標準　食品中動物用医薬品最大残留上限値（GB 31650-2019）（中国語）
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/CC04F293-

E49D-4E83-852B-A9E216E8F0B7.html

食品関連の規制 2. 残留農薬および動物用医薬品 根拠法等 食品安全国家標準 生鮮・冷凍家畜家禽製品（GB 2707-2016）（中国語）
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/C0E0C6E6-

792C-4C3D-B4E4-91B21D00BAD1.html

食品関連の規制 2. 残留農薬および動物用医薬品 その他参考情報 国家標準全文公開システム（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE6

5D05C914F83A8BA55EFF82526E

食品関連の規制 2. 残留農薬および動物用医薬品 その他参考情報 食品安全国家標準データ検索プラットフォーム（中国語） https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db

食品関連の規制 3. 重金属および汚染物質 関係省庁 中国国家衛生健康委員会（中国語） http://www.nhc.gov.cn/

食品関連の規制 3. 重金属および汚染物質 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

食品関連の規制 3. 重金属および汚染物質 根拠法等 食品安全国家標準「食品中汚染物上限値」（GB 2762-2017）（中国語）
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/D5921FFE-BD08-4D34-

AE26-CF9CA4FEB001.html

食品関連の規制 3. 重金属および汚染物質 根拠法等 「食品安全国家標準 食品中病原菌上限値」（GB29921—2013）（中国語）
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/6421640C-

6759-4B13-9508-29BBF2EABDF9.html

食品関連の規制 3. 重金属および汚染物質 その他参考情報 国家標準全文公開システム（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE6

5D05C914F83A8BA55EFF82526E

食品関連の規制 3. 重金属および汚染物質 その他参考情報 食品安全国家標準データ検索プラットフォーム（中国語） https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db

食品関連の規制 4. 食品添加物 関係省庁 中国国家衛生健康委員会（中国語） http://www.nhc.gov.cn/

食品関連の規制 4. 食品添加物 根拠法等 食品安全国家標準 食品添加物使用標準（GB 2760-2014）（中国語）
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/E13798C0-

F243-4ACB-B541-C4E543349BE5.html
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

foods/pdf/ch_foodadditives.pdf

食品関連の規制 4. 食品添加物 根拠法等 食品安全国家標準「食品栄養強化剤使用標準」（GB 14880-2012）（中国語）
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/002D3B53-

DE13-42C1-B099-C57EC501138A.html

食品関連の規制 4. 食品添加物 その他参考情報 国家標準全文公開システム（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE6

5D05C914F83A8BA55EFF82526E

食品関連の規制 4. 食品添加物 その他参考情報 食品安全国家標準データ検索プラットフォーム（中国語） https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 関係省庁 中国国家市場監督管理総局（中国語） http://samr.saic.gov.cn/

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 関係省庁 中国国家衛生健康委員会（中国語） http://www.nhc.gov.cn/

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 根拠法等 輸出入食品安全管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2371498/index.html
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

foods/pdf/sanitation_021.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 根拠法等 中華人民共和国食品安全法（中国語）
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/c6d064de829

5489288ec1383b33212ee.shtml

中華人民共和国食品安全法

改正全文（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4

e2198aab9fbd50.html
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 根拠法等 中華人民共和国食品安全法実施条例（中国語）
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-

10/31/content_5447142.htm
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

foods/pdf/sanitation_201911.pdf

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 根拠法等 輸出入肉類製品検査検疫監督管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2371495/index.html

（仮訳） https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kari

yaku.pdf
仮訳はp.101です。

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 根拠法等 農産物包装および標識管理弁法（中国語）
http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/qtbmgz/200611/t2006

1106_715806.htm

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 根拠法等 家畜家禽肉コールドチェーン輸送管理技術規範（GB/T 28640-2012）（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=78

0345EC3E0B7894D2D687D6C666005A

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 根拠法等 照射冷凍包装家畜家禽肉類衛生標準（GB 14891.7-1997）（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=0B

2530AF81A1EB75DE10D014495BD7F8

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 根拠法等 食品安全国家標準「食品容器、包装材料用添加剤使用衛生標準」（GB9685-2016）（中国語）
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/9E26DF10-804D-4B37-

9DD5-E4BFFF153532.html

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 根拠法等 食品安全国家標準「食品接触材および製品の汎用的安全要求」（GB 4806.1-2016）（中国語）
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/D81D6399-32A6-4782-

97E0-822496BDBF8C.html

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 根拠法等 食品安全国家標準「食品接触用プラスチック樹脂」（GB 4806.6-2016）（中国語）
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/984970FF-4012-489A-

8B91-D50416F6A4D0.html

食品関連の規制 5. 食品包装（食品容器の品質または基準） 根拠法等 食品安全国家標準「食品接触用塗料およびコーティング」（GB4806.10-2016）（中国語）
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/4A23C295-

75C5-47FB-A6E7-522681595401.html

http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=565A2A7FD92C461614A43CE0DBE6A6E8
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=565A2A7FD92C461614A43CE0DBE6A6E8
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=0B2530AF81A1EB75DE10D014495BD7F8
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=0B2530AF81A1EB75DE10D014495BD7F8
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/403F23AF-A725-48C2-A9AD-CD73C824FB61.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/403F23AF-A725-48C2-A9AD-CD73C824FB61.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/C0E0C6E6-792C-4C3D-B4E4-91B21D00BAD1.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/C0E0C6E6-792C-4C3D-B4E4-91B21D00BAD1.html
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db
http://www.customs.gov.cn/
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/D5921FFE-BD08-4D34-AE26-CF9CA4FEB001.html
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/D5921FFE-BD08-4D34-AE26-CF9CA4FEB001.html
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/E13798C0-F243-4ACB-B541-C4E543349BE5.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/E13798C0-F243-4ACB-B541-C4E543349BE5.html
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db
http://www.customs.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371498/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371498/index.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_021.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_021.pdf
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/c6d064de8295489288ec1383b33212ee.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/c6d064de8295489288ec1383b33212ee.shtml
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-10/31/content_5447142.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-10/31/content_5447142.htm
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_201911.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_201911.pdf
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371495/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371495/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/qtbmgz/200611/t20061106_715806.htm
http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/qtbmgz/200611/t20061106_715806.htm
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=780345EC3E0B7894D2D687D6C666005A
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=780345EC3E0B7894D2D687D6C666005A
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=0B2530AF81A1EB75DE10D014495BD7F8
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=0B2530AF81A1EB75DE10D014495BD7F8
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/9E26DF10-804D-4B37-9DD5-E4BFFF153532.html
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/9E26DF10-804D-4B37-9DD5-E4BFFF153532.html
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/D81D6399-32A6-4782-97E0-822496BDBF8C.html
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/D81D6399-32A6-4782-97E0-822496BDBF8C.html
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/984970FF-4012-489A-8B91-D50416F6A4D0.html
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/984970FF-4012-489A-8B91-D50416F6A4D0.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/4A23C295-75C5-47FB-A6E7-522681595401.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/4A23C295-75C5-47FB-A6E7-522681595401.html


項目１ 項目２ リンク関連 タイトル URL その他言語 URL 備考

【中国】牛肉の輸入規制、輸入手続きの関連リンク

食品関連の規制 5. 食品包装規制（食品容器の品質または基準） その他参考情報
ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査（EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タ

イ、インドネシア、GCC、メルコスール）」（2020年3月）

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2020/02/68d753ffb

9fe88e4.html

食品関連の規制 5. 食品包装規制（食品容器の品質または基準） その他参考情報 国家標準全文公開システム（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE6

5D05C914F83A8BA55EFF82526E

食品関連の規制 5. 食品包装規制（食品容器の品質または基準） その他参考情報 食品安全国家標準データ検索プラットフォーム（中国語） https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db

食品関連の規制 6. ラベル表示 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

食品関連の規制 6. ラベル表示 根拠法等 中華人民共和国食品安全法（中国語）
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/c6d064de829

5489288ec1383b33212ee.shtml

中華人民共和国食品安全法

改正全文（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4

e2198aab9fbd50.html
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

食品関連の規制 6. ラベル表示 根拠法等 食品標識管理規定（中国語）
http://www.gov.cn/gzdt/2009-

11/12/content_1462993.htm

食品関連の規制 6. ラベル表示 根拠法等 食品安全国家標準 包装済み食品用ラベル通則（GB 7718-2011）（中国語）
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/9058ADC5-AFC3-4586-

9798-D0170F6F879C.html
（仮訳）

https://www.shokuhin-

kikaku.info/view.html?country=CHN&doc=d_gb_77
当該仮訳は改正前のものになります。

食品関連の規制 6. ラベル表示 根拠法等 中華人民共和国国家標準　生鮮・冷凍分割牛肉(GB/T 17238-2008 )（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=56

5A2A7FD92C461614A43CE0DBE6A6E8

食品関連の規制 6. ラベル表示 根拠法等 輸出入肉類製品検査検疫監督管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2371495/index.html

（仮訳） https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kari

yaku.pdf
仮訳はp.101です。

食品関連の規制 6. ラベル表示 根拠法等 運輸包装荷受出荷標示（GB/T 6388-1986 ）（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=16

0472E167424D285C573367E07BD2B2

食品関連の規制 6. ラベル表示 その他参考情報 国家標準全文公開システム（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE6

5D05C914F83A8BA55EFF82526E

食品関連の規制 6. ラベル表示 その他参考情報 食品安全国家標準データ検索プラットフォーム（中国語） https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db

食品関連の規制 7. その他 関係省庁 国家標準化管理委員会（中国語） http://www.sac.gov.cn/

食品関連の規制 7. その他 根拠法等 中華人民共和国国家標準　生鮮・冷凍分割牛肉(GB/T 17238-2008 )（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=56

5A2A7FD92C461614A43CE0DBE6A6E8

食品関連の規制 7. その他 その他参考情報 北京市で来月から輸入肉・水産品のトレーサビリティシステム導入
http://j.people.com.cn/n3/2020/1027/c94475-

9773615.html

食品関連の規制 7. その他 その他参考情報 北京市輸入コールドチェーン食品追跡プラットフォームの宣伝・応用（中国語）
http://scjgj.beijing.gov.cn/zwxx/scjgdt/202010/t20201026

_2120688.html

食品関連の規制 7. その他 その他参考情報 国家標準全文公開システム（中国語）
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE6

5D05C914F83A8BA55EFF82526E

食品関連の規制 7. その他 その他参考情報 食品安全国家標準データ検索プラットフォーム（中国語） https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db

輸入規制 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入規制 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 関係省庁 中国国家認証認可監督管理委員会（中国語） http://www.cnca.gov.cn/

輸入規制 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 輸出入食品安全管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2371498/index.html
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

foods/pdf/sanitation_021.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入規制 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 中華人民共和国食品安全法（中国語）
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/c6d064de829

5489288ec1383b33212ee.shtml

中華人民共和国食品安全法

改正全文（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4

e2198aab9fbd50.html
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入規制 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 中華人民共和国食品安全法実施条例（中国語）
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-

10/31/content_5447142.htm
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

foods/pdf/sanitation_201911.pdf

輸入規制 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 輸入食品輸出入事業者届出管理規定（中国語）
https://zycpzs.mofcom.gov.cn/html/gjscjdglzj/2018/9/153

7249843008.html
（仮訳）

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariy

aku.pdf

輸入規制 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 輸出入商品検査法（中国語）
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/93a5365b574

f44ba9aa86672891fecac.shtml
（仮訳）

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariy

aku.pdf

輸入規制 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 輸出入商品検査法実施条例（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2369666/index.html
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

ip/law/pdf/admin/20050831.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入規制 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 対外貿易経営者届出管理弁法（中国語）
https://duxiaofa.baidu.com/detail?searchType=statute&fr

om=aladdin_28231&originquery=%E5%AF%B9%E5%A4%9

法令の関連リンクについてですが、当該弁法の改正後正式

版はまだ公布されていませんので、左記の二つのリンクを

輸入規制 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 輸出入肉類製品検査検疫監督管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2371495/index.html

（仮訳） https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kari

yaku.pdf
仮訳はp.101です。

輸入規制 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 輸入肉類製品荷受人届出ガイダンス（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/1481624/hlwhgxtsj/

2514129/index.html

輸入規制 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 その他参考情報 輸入食品・化粧品の輸出入業者届出システム（中国語） http://ire.customs.gov.cn/

輸入規制 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 その他参考情報 互联网+海关
https://app.singlewindow.cn/cas/login?_loginInternetPlus

=1&service=http%3A%2F%2Fire.customs.gov.cn%2Fexpire

輸入手続き 2. 輸入通関手続き（通関に必要な書類） 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入手続き 2. 輸入通関手続き（通関に必要な書類） 根拠法等 輸出入食品安全管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2371498/index.html
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

foods/pdf/sanitation_021.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続き 2. 輸入通関手続き（通関に必要な書類） 根拠法等 税関輸出入貨物集中申告管理規定（中国語）
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/201901/20190102

828517.shtml
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

ip/law/pdf/section/20080124.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続き 2. 輸入通関手続き（通関に必要な書類） 根拠法等 輸出入商品検査法実施条例（中国語）
http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_54689

37.htm
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

ip/law/pdf/admin/20050831.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2020/02/68d753ffb9fe88e4.html
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2020/02/68d753ffb9fe88e4.html
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db
http://www.customs.gov.cn/
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/c6d064de8295489288ec1383b33212ee.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/c6d064de8295489288ec1383b33212ee.shtml
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html
http://www.gov.cn/gzdt/2009-11/12/content_1462993.htm
http://www.gov.cn/gzdt/2009-11/12/content_1462993.htm
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/9058ADC5-AFC3-4586-9798-D0170F6F879C.html
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/9058ADC5-AFC3-4586-9798-D0170F6F879C.html
https://www.shokuhin-kikaku.info/view.html?country=CHN&doc=d_gb_7718_2011.html
https://www.shokuhin-kikaku.info/view.html?country=CHN&doc=d_gb_7718_2011.html
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=565A2A7FD92C461614A43CE0DBE6A6E8
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=565A2A7FD92C461614A43CE0DBE6A6E8
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371495/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371495/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db
http://www.sac.gov.cn/
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=565A2A7FD92C461614A43CE0DBE6A6E8
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=565A2A7FD92C461614A43CE0DBE6A6E8
http://j.people.com.cn/n3/2020/1027/c94475-9773615.html
http://j.people.com.cn/n3/2020/1027/c94475-9773615.html
http://scjgj.beijing.gov.cn/zwxx/scjgdt/202010/t20201026_2120688.html
http://scjgj.beijing.gov.cn/zwxx/scjgdt/202010/t20201026_2120688.html
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db
http://www.customs.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371498/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371498/index.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_021.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_021.pdf
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/c6d064de8295489288ec1383b33212ee.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/c6d064de8295489288ec1383b33212ee.shtml
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-10/31/content_5447142.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-10/31/content_5447142.htm
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_201911.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_201911.pdf
https://zycpzs.mofcom.gov.cn/html/gjscjdglzj/2018/9/1537249843008.html
https://zycpzs.mofcom.gov.cn/html/gjscjdglzj/2018/9/1537249843008.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/93a5365b574f44ba9aa86672891fecac.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/93a5365b574f44ba9aa86672891fecac.shtml
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20050831.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20050831.pdf
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371495/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371495/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://www.customs.gov.cn/customs/1481624/hlwhgxtsj/2514129/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/1481624/hlwhgxtsj/2514129/index.html
http://ire.customs.gov.cn/
https://app.singlewindow.cn/cas/login?_loginInternetPlus=1&service=http%3A%2F%2Fire.customs.gov.cn%2Fexpire%2Fcontroller%3FSERVICE_ID%3DFRAMEWORK_LOGIN_SERVICE
https://app.singlewindow.cn/cas/login?_loginInternetPlus=1&service=http%3A%2F%2Fire.customs.gov.cn%2Fexpire%2Fcontroller%3FSERVICE_ID%3DFRAMEWORK_LOGIN_SERVICE
http://www.customs.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371498/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371498/index.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_021.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_021.pdf
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/201901/20190102828517.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/201901/20190102828517.shtml
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20080124.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20080124.pdf
http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5468937.htm
http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5468937.htm
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20050831.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20050831.pdf


項目１ 項目２ リンク関連 タイトル URL その他言語 URL 備考

【中国】牛肉の輸入規制、輸入手続きの関連リンク

輸入手続き 2. 輸入通関手続き（通関に必要な書類） その他参考情報 ジェトロ「輸出入手続き」 https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_05.html

輸入手続き 3. 輸入時の検査・検疫 関係省庁 中国国家市場監督管理総局（中国語） http://www.samr.gov.cn/

輸入手続き 3. 輸入時の検査・検疫 関係省庁 中国国家衛生健康委員会（中国語） http://www.nhc.gov.cn/

輸入手続き 3. 輸入時の検査・検疫 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入手続き 3. 輸入時の検査・検疫 根拠法等 輸出入肉類製品検査検疫監督管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2371495/index.html

（仮訳） https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kari

yaku.pdf
仮訳はp.101です。

輸入手続き 3. 輸入時の検査・検疫 根拠法等 輸出入食品安全管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2371498/index.html
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

foods/pdf/sanitation_021.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続き 3. 輸入時の検査・検疫 根拠法等 輸出入商品検査法実施条例（中国語）
http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_54689

37.htm
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

ip/law/pdf/admin/20050831.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続き 3. 輸入時の検査・検疫 根拠法等 中華人民共和国輸出入動植物検疫法実施条例（中国語）
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-

08/06/content_21042.htm

出入管動植物検疫法実施条

例（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

foods/pdf/custom_002.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続き 3. 輸入時の検査・検疫 根拠法等 中華人民共和国輸出入動植物検疫法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302

267/2369559/index.html

出入管動植物検疫法（ジェ

トロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

foods/pdf/custom_001.pdf

輸入手続き 3. 輸入時の検査・検疫 その他参考情報 北京税関：輸入コールドチェーン食品100%PCR検査
http://www.customs.gov.cn//customs/xwfb34/mtjj35/326

9546/index.html

輸入手続き 3. 輸入時の検査・検疫 その他参考情報
新型コロナウイルスが検出された輸入コールドチェーン食品の国外生産企業に対する緊急予防

性措置の実施の公告（中国語）

http://www.customs.gov.cn//customs/302249/2480148/3

280728/index.html

輸入手続き 4. 販売許可手続き 関係省庁 中国農業農村部（中国語） http://www.moa.gov.cn/

輸入手続き 4. 販売許可手続き 関係省庁 中国国家市場監督管理総局（中国語） http://samr.saic.gov.cn/

輸入手続き 4. 販売許可手続き 根拠法等 食品経営許可管理弁法（中国語）
https://duxiaofa.baidu.com/detail?searchType=statute&fr

om=aladdin_28231&originquery=%E9%A3%9F%E5%93%81
（仮訳）

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariy

aku.pdf
当該仮訳は改正前のものになります。

輸入手続き 4. 販売許可手続き その他参考情報

輸入手続き 5. その他 関係省庁

輸入手続き 5. その他 根拠法等

輸入手続き 5. その他 その他参考情報

輸入関税等 1. 関税 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入関税等 1. 関税 根拠法等 2020年輸入暫定税率執行等の調整案に関する公告（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/28

07705/index.html

輸入関税等 1. 関税 根拠法等 中華人民共和国輸出入税則（2020版）（中国語）
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/t201912

30_3452186.htm

輸入関税等 1. 関税 根拠法等 輸出入商品暫定税率表（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/28

07705/index.html

輸入関税等 1. 関税 その他参考情報 中国輸出入税率検索（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302427/302442/sha

ngpinshuilv/index.html

検索欄に食品の名称またはHSコードを入力すると、当該食

品に関するHSコード、最恵国税率（中国語｢最惠国税

輸入関税等 1. 関税 その他参考情報 ジェトロ「関税制度」 https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_03.html

輸入関税等 1. 関税 その他参考情報 ジェトロ「世界各国の関税率（WorldTariff）」 https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/

輸入関税等 2. その他の税 関係省庁 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

輸入関税等 2. その他の税 関係省庁 国家税務総局（中国語） http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/index.html

輸入関税等 2. その他の税 関係省庁 国務院（中国語） http://www.gov.cn/index.htm

輸入関税等 2. その他の税 根拠法等 財政部税務総局 増値税改革の深化関連政策に関する税関総署の公告（2019年）（中国語）
http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810744/n3428471/

n3428491/c4162482/content.html

輸入関税等 2. その他の税 根拠法等 中華人民共和国増値税暫定条例（中国語） http://www.gov.cn/flfg/2008-11/14/content_1149550.htm （ジェトロ仮訳）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/

law/pdf/tax_034.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入関税等 2. その他の税 その他参考情報 ジェトロ「関税制度」 https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_03.html

輸入関税等 3. その他 関係省庁

輸入関税等 3. その他 根拠法等

輸入関税等 3. その他 その他参考情報

その他 - 関係省庁 中国国家認証認可監督管理委員会（中国語） http://www.cnca.gov.cn/

http://www.samr.gov.cn/
http://www.nhc.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371495/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371495/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371498/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371498/index.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_021.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_021.pdf
http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5468937.htm
http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5468937.htm
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20050831.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20050831.pdf
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-08/06/content_21042.htm
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-08/06/content_21042.htm
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custom_002.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custom_002.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custom_001.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custom_001.pdf
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/mtjj35/3269546/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/mtjj35/3269546/index.html
http://www.moa.gov.cn/
http://samr.saic.gov.cn/
https://duxiaofa.baidu.com/detail?searchType=statute&from=aladdin_28231&originquery=%E9%A3%9F%E5%93%81%E7%BB%8F%E8%90%A5%E8%AE%B8%E5%8F%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8A%9E%E6%B3%95&count=57&cid=566d9d9d4cf832e427179dd674c00166_law
https://duxiaofa.baidu.com/detail?searchType=statute&from=aladdin_28231&originquery=%E9%A3%9F%E5%93%81%E7%BB%8F%E8%90%A5%E8%AE%B8%E5%8F%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8A%9E%E6%B3%95&count=57&cid=566d9d9d4cf832e427179dd674c00166_law
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/kariyaku.pdf
http://www.customs.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2807705/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2807705/index.html
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/t20191230_3452186.htm
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/t20191230_3452186.htm
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2807705/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2807705/index.html
http://www.customs.gov.cn/
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/index.html
http://www.gov.cn/index.htm
http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810744/n3428471/n3428491/c4162482/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810744/n3428471/n3428491/c4162482/content.html
http://www.gov.cn/flfg/2008-11/14/content_1149550.htm
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/law/pdf/tax_034.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/law/pdf/tax_034.pdf


項目１ 項目２ リンク関連 タイトル URL その他言語 URL 備考

【中国】牛肉の輸入規制、輸入手続きの関連リンク

その他 - 関係省庁 中国農業農村部（中国語） http://www.moa.gov.cn/

その他 - 関係省庁 中国国家市場監督管理総局（中国語） http://samr.saic.gov.cn/

その他 - 根拠法等 有機製品認証管理弁法（2015年改正）（中国語）
https://duxiaofa.baidu.com/detail?cid=ac237c83245eadc3

502adecfb94f208c_law&highlight=%E6%9C%89%E6%9C%

その他 - 根拠法等 無公害農産品管理弁法（2007年改正）（中国語）
http://www.ccaa.org.cn/ryzc/zcfg/bmgz/2005/08/788736.

shtml

その他 - 根拠法等 無公害農産物認証実施製品リスト（2013年12月25日更新）（中国語）
http://www.moa.gov.cn/govpublic/ncpzlaq/201312/t2013

1231_3727809.htm

その他 - その他参考情報

https://duxiaofa.baidu.com/detail?cid=ac237c83245eadc3502adecfb94f208c_law&highlight=%E6%9C%89%E6%9C%BA%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AE%A4%E8%AF%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8A%9E%E6%B3%95&searchType=statute
https://duxiaofa.baidu.com/detail?cid=ac237c83245eadc3502adecfb94f208c_law&highlight=%E6%9C%89%E6%9C%BA%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AE%A4%E8%AF%81%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8A%9E%E6%B3%95&searchType=statute
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