【中国】食品添加物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク
項目1

項目2

リンク関連

タイトル

URL

I. 品目の定義

-

関係省庁

中国税関総署（中国語）

http://www.customs.gov.cn/

I. 品目の定義

-

関係省庁

中華人民共和国国家衛生健康委員会（中国語）

http://www.nhc.gov.cn/

I. 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/

I. 品目の定義

-

関係省庁

中国国家市場監督管理総局（中国語）

http://www.samr.gov.cn/

I. 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）

I. 品目の定義

-

根拠法等

中華人民共和国食品安全法（中国語）

I. 品目の定義

-

根拠法等

中華人民共和国食品安全法実施条例（中国語）

I. 品目の定義

-

根拠法等

食品添加物使用標準（GB2760-2014）（中国語）

I. 品目の定義

-

根拠法等

複合食品添加物通則（GB26687-2011）（中国語）

I. 品目の定義

-

根拠法等

複合食品添加物通則（GB26687-2011）の第1号修正表（中国語）

I. 品目の定義

-

根拠法等

食品栄養強化剤使用衛生標準（GB14880）（中国語）

I. 品目の定義

-

その他参考情報

中国税関総署「掌上税関」アプリ（中国語）

http://online.customs.gov.cn/static/pages/mySearch.html

I. 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

I. 品目の定義

-

その他参考情報

日本食品添加物協会

https://www.jafaa.or.jp/qa

その他言語

URL

備考

http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/t20191230_3452186.ht
m
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/c6d064de8295489288ec138
3b33212ee.shtml

（ジェトロ仮訳）

http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-10/31/content_5447142.htm （ジェトロ仮訳）
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/E13798C0-F243-4ACB-B541C4E543349BE5.html

（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50. ※ジェトロ仮訳は改正前のものになり
html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanita
tion_201911.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/ch_fo
odadditives.pdf

http://www.nhc.gov.cn/cmsresources/mohwsjdj/cmsrsdocument/doc12
348.pdf
http://www.nhc.gov.cn/cmsresources/mohwsjdj/cmsrsdocument/doc14
527.pdf
http://www.nhc.gov.cn/cmsresources/mohwsjdj/cmsrsdocument/doc14
526.pdf

II. 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/

II. 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

中国国家市場監督管理総局（中国語）

http://www.samr.gov.cn/

II. 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

農林水産省

http://www.maff.go.jp/index.html

II. 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

国税庁

http://www.nta.go.jp/

II. 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

輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範（中国語）

http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1992579.htm

II. 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

食品添加物使用標準（GB2760-2014）（中国語）

II. 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

食品栄養強化剤使用衛生標準（GB14880）（中国語）

II. 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

国家標準全文公開システム（中国語）

II. 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

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

II. 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/

II. 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

中華人民共和国国家衛生健康委員会（中国語）

http://www.nhc.gov.cn/

II. 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

中国国家市場監督管理総局（中国語）

http://www.samr.gov.cn/

II. 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

食品添加物新品目管理弁法（中国語）

II. 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

II. 輸入規制

3. 動植物検疫の有無

関係省庁

II. 輸入規制

3. 動植物検疫の有無

根拠法等

II. 輸入規制

3. 動植物検疫の有無

その他参考情報

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/E13798C0-F243-4ACB-B541C4E543349BE5.html
http://www.nhc.gov.cn/cmsresources/mohwsjdj/cmsrsdocument/doc14
526.pdf
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A
8BA55EFF82526E

http://www.nhc.gov.cn/fzs/s3576/201808/94cd77df782a418c9ff96ad5ad
5789ee.shtml

（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/ch_fo
odadditives.pdf

ます。

【中国】食品添加物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク
項目1

項目2

リンク関連

タイトル

URL

III.食品関連の規制

1.食品規格

関係省庁

中国国家市場監督管理総局（中国語）

http://www.samr.gov.cn/

III.食品関連の規制

1.食品規格

関係省庁

中国国家標準化管理委員会（中国語）

http://www.sac.gov.cn/

III.食品関連の規制

1.食品規格

関係省庁

中華人民共和国国家衛生健康委員会（中国語）

http://www.nhc.gov.cn/

III.食品関連の規制

1.食品規格

根拠法等

食品添加物使用標準（GB2760-2014）（中国語）

III.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）

III.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

III.食品関連の規制

2. 残留農薬及び動物性薬品

関係省庁

III.食品関連の規制

2. 残留農薬及び動物性薬品

根拠法等

III.食品関連の規制

2. 残留農薬及び動物性薬品

その他参考情報

III.食品関連の規制

3. 重金属及び汚染物質

関係省庁

III.食品関連の規制

3. 重金属及び汚染物質

根拠法等

III.食品関連の規制

3. 重金属及び汚染物質

その他参考情報

III.食品関連の規制

4. 食品添加物

関係省庁

III.食品関連の規制

4. 食品添加物

根拠法等

III.食品関連の規制

4. 食品添加物

その他参考情報

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

関係省庁

中国税関総署（中国語）

http://www.gov.cn/index.htm

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

関係省庁

中国国家市場監督管理総局（中国語）

http://www.samr.gov.cn/

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

関係省庁

中華人民共和国国家衛生健康委員会（中国語）

http://www.nhc.gov.cn/

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

関係省庁

中国国家標準化管理委員会（中国語）

http://www.sac.gov.cn/

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

根拠法等

輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範（中国語）

http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1992579.htm

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

根拠法等

食品生産通用衛生規範

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

根拠法等

危険貨物運輸包装通用技術条件

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

根拠法等

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

根拠法等

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

根拠法等

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

根拠法等

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

根拠法等

食品安全国家標準 硝子製品（GB 4806.5-2016）（中国語）

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

根拠法等

食品安全国家標準 食品接触用金属材及び製品（GB4806.9-2016）（中国語）

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

根拠法等

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

根拠法等

III.食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

根拠法等

GB14881-2013（中国語）

GB12463-2009（中国語）

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/E13798C0-F243-4ACB-B541C4E543349BE5.html
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A
8BA55EFF82526E

http://www.nhc.gov.cn/zwgk/jdjd/201306/0a924bdc0c504dc2bc8c1921
ba9497b6.shtml
http://down.foodmate.net/standard/sort/3/20423.html

食品安全国家標準 食品接触材及び製品用添加物使用標準（GB9685-2016）

http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/9E26DF10-804D-4B37-9DD5-

（中国語）

E4BFFF153532.html

食品安全国家標準 食品接触材及び製品の汎用的安全要求（GB 4806.1-

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/D81D6399-32A6-4782-97E0-

2016）（中国語）

822496BDBF8C.html

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

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/984970FF-4012-489A-8B91-

語）

D50416F6A4D0.html

食品安全国家標準 食品接触用プラスチック材及び製品（GB 4806.7-2016）

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/C1754715-C967-469A-A2C4-

（中国語）

384256810876.html
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/BE91E716-8C39-4A8A-94D74077BB83EEEF.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/1409187C-E004-46F7-9A549495424C57F7.html

食品安全国家標準 食品接触用塗料及びコーティング（GB4806.10-2016）

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/4A23C295-75C5-47FB-A6E7-

（中国語）

522681595401.html

食品安全国家標準 食品接触用ゴム材及び製品（GB4806.11-2016）（中国

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/699CE035-980C-4290-8489-

語）

C7EACD2DB641.html

食品安全国家標準

食品接触材料及び製品の汎用的安全要求（GB 4806.1-

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/9DD9C277-C8B9-45DF-

2016）等の53項目の食品安全国家標準（上述の標準を含め53項）（中国語） 9E8D-A95537C97CA6.html

その他言語

（ジェトロ仮訳）

URL

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/ch_fo
odadditives.pdf

備考

【中国】食品添加物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク
項目1

項目2

リンク関連

タイトル
食品安全国家標準「ホーロー製品」（GB 4806.3-2016）（中国語）

URL

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

根拠法等

食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

その他参考情報

国家標準全文公開システム（中国語）

食品関連の規制

5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準）

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

http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A
8BA55EFF82526E

6. 表示ラベル

関係省庁

中国税関総署（中国語）

http://www.customs.gov.cn/

III.食品関連の規制

6. 表示ラベル

関係省庁

中国国家市場監督管理総局（中国語）

http://www.samr.gov.cn/

III.食品関連の規制

6. 表示ラベル

関係省庁

中華人民共和国国家衛生健康委員会（中国語）

http://www.nhc.gov.cn/

III.食品関連の規制

6. 表示ラベル

根拠法等

輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範（中国語）

http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1992579.htm

III.食品関連の規制

6. 表示ラベル

根拠法等

食品添加物表示通則

III.食品関連の規制

6. 表示ラベル

その他参考情報

国家標準全文公開システム（中国語）

III.食品関連の規制

6. 表示ラベル

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

III.食品関連の規制

7. その他

関係省庁

III.食品関連の規制

7. その他

根拠法等

III.食品関連の規制

7. その他

その他参考情報

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/1FA2D9AD-C229-4231-BE8CBCB0F5A49E56.html
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A
8BA55EFF82526E

IV. 輸入手続

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等

関係省庁

中国税関総署（中国語）

http://www.customs.gov.cn/

IV. 輸入手続

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等

関係省庁

中華人民共和国商務部（中国語）

http://www.mofcom.gov.cn/

IV. 輸入手続

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等

関係省庁

中華人民共和国国家衛生健康委員会（中国語）

http://www.nhc.gov.cn/

IV. 輸入手続

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等

関係省庁

中国国家市場監督管理総局（中国語）

http://www.samr.gov.cn/

IV. 輸入手続

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等
1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等

根拠法等
根拠法等

対外貿易経営者届出管理弁法
対外貿易経営者届出管理弁法

IV. 輸入手続

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等

根拠法等

食品添加物新品目管理弁法（中国語）

IV. 輸入手続

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等

根拠法等

輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範（中国語）

IV. 輸入手続

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等

根拠法等

中華人民共和国輸出入動植物検疫法（中国語）

IV. 輸入手続

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等

根拠法等

輸入食品添加物表示ラベル届出ガイド

IV. 輸入手続

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等

根拠法等

食品添加物使用標準（GB2760-2014）（中国語）

IV. 輸入手続

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等

その他参考情報

IV. 輸入手続

2. 輸入通関手続（通関に必要な書類）

IV. 輸入手続

備考

F33183A381E6.html

III.食品関連の規制

IV. 輸入手続

URL

http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/4D51CB79-24E7-4D38-9595-

III.食品関連の規制

GB 29924-2013（中国語）

その他言語

https://duxiaofa.baidu.com/detail?searchType=statute&from=aladdin_2

当該弁法の改正後正式版はまだ公布さ

8231&originquery=%E5%AF%B9%E5%A4%96%E8%B4%B8%E6%98%93%

れていませんので、左記の二つのリン

E7%BB%8F%E8%90%A5%E8%80%85%E5%A4%87%E6%A1%88%E7%99%

クを合わせてご参照ください。
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

http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5480486.htm

クを合わせてご参照ください。

http://www.nhc.gov.cn/fzs/s3576/201808/94cd77df782a418c9ff96ad5ad
5789ee.shtml
http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1992579.htm
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369559/i
ndex.html

（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custo ※ジェトロ仮訳は改正前のものになり
m_001.pdf

ます。

http://114.246.12.11:8090/Contents/banshizhinanmulu/content_56077.h
tml
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/E13798C0-F243-4ACB-B541C4E543349BE5.html

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

関係省庁

中国税関総署（中国語）

http://www.customs.gov.cn/

2. 輸入通関手続（通関に必要な書類）

関係省庁

中国国家市場監督管理総局（中国語）

http://www.samr.gov.cn/

IV. 輸入手続

2. 輸入通関手続（通関に必要な書類）

根拠法等

税関輸出入貨物徴税管理規則（中国語）

IV. 輸入手続

2. 輸入通関手続（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/201901/20190102828517.shtml

IV. 輸入手続

2. 輸入通関手続（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_5468937.htm

IV. 輸入手続

2. 輸入通関手続（通関に必要な書類）

根拠法等

輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範（中国語）

http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1992579.htm

（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/ch_fo
odadditives.pdf

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302268/1868425/i
ndex.html
（ジェトロ仮訳）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/secti ※ジェトロ仮訳は改正前のものになり
on/20080124.pdf

ます。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admi ※ジェトロ仮訳は改正前のものになり
（ジェトロ仮訳）

n/20050831.pdf

ます。

【中国】食品添加物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク
項目1

項目2

IV. 輸入手続

2. 輸入通関手続（通関に必要な書類）

IV. 輸入手続

3. 輸入時の検査、検疫

IV. 輸入手続

リンク関連
その他参考情報

タイトル

URL

ジェトロ「輸出入手続」

https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_05.html

関係省庁

中国国家市場監督管理総局（中国語）

http://www.samr.gov.cn/

3. 輸入時の検査、検疫

関係省庁

中華人民共和国国家衛生健康委員会（中国語）

http://www.nhc.gov.cn/

IV. 輸入手続

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/

IV. 輸入手続

3. 輸入時の検査、検疫

根拠法等

輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範（中国語）

http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1992579.htm

IV. 輸入手続

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_5468937.htm

IV. 輸入手続

3. 輸入時の検査、検疫

根拠法等

IV. 輸入手続

3. 輸入時の検査、検疫

その他参考情報

IV. 輸入手続き

4. 販売許可手続き

関係省庁

IV. 輸入手続き

4. 販売許可手続き

根拠法等

IV. 輸入手続き

4. 販売許可手続き

その他参考情報

出入国検査検疫機関が検査検疫を実施する輸出入商品目録（20180201）（中
国語）

その他言語

4. その他

関係省庁

中国国家市場監督管理総局（中国語）

http://www.samr.gov.cn/

IV. 輸入手続

4. その他

関係省庁

中国商務部（中国語）

http://www.mofcom.gov.cn/

IV. 輸入手続

4. その他

根拠法等

輸出入食品添加物検査検疫監督管理業務規範（中国語）

http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1992579.htm

IV. 輸入手続

4. その他

その他参考情報

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admi ※ジェトロ仮訳は改正前のものになり
（ジェトロ仮訳）

http://www.customs.gov.cn/

V. 輸入関税等

1. 関税

関係省庁

中国税関総署（中国語）

V. 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）

V. 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）

V. 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）

V. 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/

V. 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

V. 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/

V. 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

V. 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

V. 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/zhengce/content/2017-12/01/content_5243734.htm （ジェトロ仮訳）

V. 輸入関税等

2. その他の税

根拠法等

V. 輸入関税等

2. その他の税

その他参考情報

V. 輸入関税等

3. その他

関係省庁

V. 輸入関税等

3. その他

根拠法等

V. 輸入関税等

3. その他

その他参考情報

VI. その他

-

関係省庁

（2019年）（中国語）
ジェトロ「関税制度」

備考

n/20050831.pdf

ます。

http://law.foodmate.net/show-188693.html

IV. 輸入手続

増値税改革の深化の関連政策に関する財政部、税務総局、税関総署の公告

URL

http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/201912/t20191230_3452186.ht
m
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2807705/index.h
tml
http://www.customs.gov.cn/customs/302427/302442/jckszcx/index.htm
l

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4160283/content.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_03.html

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/law/pdf/tax_034. ※ジェトロ仮訳は改正前のものになり
pdf

ます。

【中国】食品添加物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク
項目1
VI. その他

項目2
-

VI. その他
VI. その他

リンク関連
根拠法等
根拠法等

-

その他参考情報

タイトル

URL

その他言語

URL

備考

