
項目1 項目2 リンク関連 タイトル URL その他言語・仮訳 URL 備考

品目の定義 - 関係省庁 中国税関総署（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/t20191230_3452186.htm

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

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 中華人民共和国農業農村部（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 中華人民共和国商務部（中国語） http://www.mofcom.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）
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/302249/302266/302267/2369559/index.ht

ml
（ジェトロ仮訳）

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

s/pdf/custom_001.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入規制
1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制

等）
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 （ジェトロ仮訳）

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

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

輸入規制
1. 輸入禁止（停止）、制限品目（放射性物質規制

等）
根拠法等 中華人民共和国輸入植物検疫輸入禁止物リスト（中国語） http://www.cqn.com.cn/zj/content/2018-06/08/content_5892140.htm

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

中華人民共和国国内への持込み、郵送を禁止する動植物及びその製品リス

ト（中国語）

http://www.xmsyj.moa.gov.cn/gjjlhz/jyfg/201910/P020191011591909868630.p

df

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

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

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類 関係省庁 国家林業草原局国家公園管理局（中国語） http://www.forestry.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 関係省庁 植物防疫所 http://www.maff.go.jp/pps/

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類 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/302249/302266/302267/2369559/index.ht

ml
（ジェトロ仮訳）

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

s/pdf/custom_001.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 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 （ジェトロ仮訳）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/food

s/pdf/custom_002.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 根拠法等 植物検疫条例（中国語） http://lycy.pingliang.gov.cn/flfg/201906/t20190625_624330.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 根拠法等 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 根拠法等 輸入植物繁殖材料検疫管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372716/index.ht

ml

輸入規制 2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類 根拠法等 野生動植物輸出入証明書管理弁法（中国語） http://www.forestry.gov.cn/main/3951/content-956814.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 その他参考情報 中国  品目別検疫条件一覧表（貨物）-植物防疫所 https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/china/kamotsu.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 その他参考情報 輸出入野生動植物種商品目録（中国語）
http://www.forestry.gov.cn/uploadfile/bwwz/2017-8/file/2017-8-2-

4c6a8a1b655c4a6dba71d69b5154770a.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 その他参考情報 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302413/302417/bhysdzw/gyjfl/181

8580/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 その他参考情報 経済産業省「ワシントン条約関連貨物の輸出」
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_

washington/cites_ex.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 その他参考情報 植物防疫所「輸出検査について」 https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/export/ekensa/index.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 関係省庁 植物防疫所 http://www.maff.go.jp/pps/

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 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/302249/302266/302267/2369559/index.ht

ml
（ジェトロ仮訳）

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

s/pdf/custom_001.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 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 （ジェトロ仮訳）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/food

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

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 根拠法等 輸入植物繁殖材料検疫管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372716/index.ht

ml

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 根拠法等 絶滅危惧種野生動植物輸出入管理条例（中国語） http://www.gov.cn/zwgk/2006-05/17/content_282856.htm

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 根拠法等 野生動植物輸出入証明書管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/356084/index.ht

ml

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 根拠法等 輸出入野生動植物種商品目録（中国語）
http://www.forestry.gov.cn/uploadfile/bwwz/2017-8/file/2017-8-2-

4c6a8a1b655c4a6dba71d69b5154770a.pdf

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 その他参考情報 植物防疫所「輸出検査について」 https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/export/ekensa/index.html

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 その他参考情報 植物防疫所「中国　品目別検疫条件一覧表（貨物）」 http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/china/kamotsu.html

食品関連の規制 1. 製品規格 関係省庁 国家市場監督管理総局（中国語） http://www.samr.gov.cn/

食品関連の規制 1. 製品規格 関係省庁 国家林業草原局国家公園管理局（中国語） www.forestry.gov.cn/

【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンク
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http://www.xmsyj.moa.gov.cn/gjjlhz/jyfg/201910/P020191011591909868630.pdf
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https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/custom_002.pdf
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http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372716/index.html
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項目1 項目2 リンク関連 タイトル URL その他言語・仮訳 URL 備考

【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンク

食品関連の規制 1. 製品規格 根拠法等 GB/T18247主要花き製品等級（第1部分-第7部分）（中国語）
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/std_list?p.p1=0&p.p90=circulation_date&p.p91=d

esc&p.p2=GB/T18247

食品関連の規制 1. 製品規格 根拠法等 農業業界標準：緑色食品食用花き（NY/T 1056-2015）（中国語） http://file4.foodmate.net/foodvip/biaozhun/2015/NYT1506-2015.pdf

食品関連の規制 1. 製品規格 その他参考情報

食品関連の規制 2. 残留農薬及び動物性薬品 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/

食品関連の規制 2. 残留農薬及び動物性薬品 関係省庁 中華人民共和国農業農村部（中国語） http://www.moa.gov.cn/

食品関連の規制 2. 残留農薬及び動物性薬品 関係省庁 国家市場監督管理総局（中国語） http://www.samr.gov.cn/

食品関連の規制 2. 残留農薬及び動物性薬品 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. 残留農薬及び動物性薬品 その他参考情報

食品関連の規制 3. 重金属及び汚染物質 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/

食品関連の規制 3. 重金属及び汚染物質 関係省庁 中華人民共和国農業農村部（中国語） http://www.moa.gov.cn/

食品関連の規制 3. 重金属及び汚染物質 関係省庁 国家市場監督管理総局（中国語） http://www.samr.gov.cn/

食品関連の規制 3. 重金属及び汚染物質 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）
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/D5921FFE-BD08-4D34-AE26-

CF9CA4FEB001.html

食品関連の規制 3. 重金属及び汚染物質 その他参考情報

食品関連の規制 4. 食品添加物 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/

食品関連の規制 5. 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(GB2760-2014)（中国語）
http://www.nhc.gov.cn/sps/s3593/201412/d9a9f04bc35f42ecac0600e0360f8c89

.shtml

食品関連の規制 6. 食品添加物 その他参考情報

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/

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　食品接触材及び製品の汎用的安全要求（GB 4806.1-

2016 ）（中国語）

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

822496BDBF8C.html

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　食品接触材及び製品用添加物使用標準（GB 9685-

2016）（中国語）

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

E4BFFF153532.html

食品関連の規制 5. 食品包装規制（食品容器の品質又は基準） その他参考情報

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/

食品関連の規制 6. 表示ラベル 根拠法等
食品安全国家標準 包装済み食品表示ラベル通則（GB7718—2011）（中

国語）
http://www.nhc.gov.cn/wjw/psp/201106/51950.shtml

食品関連の規制 6. 表示ラベル その他参考情報

食品関連の規制 7. その他 関係省庁

食品関連の規制 7. その他 根拠法等

食品関連の規制 7. その他 その他参考情報

輸入手続 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/

輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、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/

輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 中華人民共和国輸出入動植物検疫法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369559/index.ht

ml
（ジェトロ仮訳）

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

s/pdf/custom_001.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続 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 （ジェトロ仮訳）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/food

s/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 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 輸入植物繁殖材料検疫管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372716/index.ht

ml

輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等
輸入動植物製品を中国国外で生産、加工、保管する業者の登録登記事項に

関するサービスについての手引き（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/1481624/hlwhgxtsj/2514813/index.html

輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 絶滅危惧種野生動植物輸出入管理条例（中国語） http://www.forestry.gov.cn/main/3950/20170314/459876.html

輸入手続 1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等 根拠法等 野生動植物輸出入証書管理弁法（中国語） http://www.forestry.gov.cn/main/3951/content-956814.html

輸入手続 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 野生動植物輸出入承認証明書の交付（手続フロー）（中国語） http://www.gov.cn/bumenfuwu/2012-11/09/content_2600552.htm

輸入手続 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 輸出入野生動植物種商品目録（中国語）
http://www.forestry.gov.cn/uploadfile/bwwz/2017-8/file/2017-8-2-

4c6a8a1b655c4a6dba71d69b5154770a.pdf

輸入手続 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 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302413/302417/bhysdzw/gyjfl/181

8580/index.html

輸入手続 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 経済産業省「ワシントン条約関連貨物の輸出」
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_

washington/cites_ex.html

輸入手続 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 経済産業省「ワシントン条約対象貨物の輸出入に関するFAQ」
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exand

im/06_washington/cites_qa.html

http://www.gb688.cn/bzgk/gb/std_list?p.p1=0&p.p90=circulation_date&p.p91=desc&p.p2=GB/T18247
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/std_list?p.p1=0&p.p90=circulation_date&p.p91=desc&p.p2=GB/T18247
http://file4.foodmate.net/foodvip/biaozhun/2015/NYT1506-2015.pdf
http://www.nhc.gov.cn/
http://www.moa.gov.cn/
http://www.samr.gov.cn/
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
http://www.nhc.gov.cn/
http://www.moa.gov.cn/
http://www.samr.gov.cn/
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/D5921FFE-BD08-4D34-AE26-CF9CA4FEB001.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/D5921FFE-BD08-4D34-AE26-CF9CA4FEB001.html
http://www.nhc.gov.cn/
http://www.nhc.gov.cn/sps/s3593/201412/d9a9f04bc35f42ecac0600e0360f8c89.shtml
http://www.nhc.gov.cn/sps/s3593/201412/d9a9f04bc35f42ecac0600e0360f8c89.shtml
http://www.nhc.gov.cn/
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/D81D6399-32A6-4782-97E0-822496BDBF8C.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/D81D6399-32A6-4782-97E0-822496BDBF8C.html
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://www.nhc.gov.cn/
http://www.nhc.gov.cn/wjw/psp/201106/51950.shtml
http://www.customs.gov.cn/
http://www.mofcom.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369559/index.html
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項目1 項目2 リンク関連 タイトル URL その他言語・仮訳 URL 備考

【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンク

輸入手続 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 中華人民共和国輸出入商品検査法（中国語）
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/93a5365b574f44ba9aa86672891fec

ac.shtml
（仮訳）

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

pdf

輸入手続 2. 輸入通関手続（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 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 税関輸出入貨物申告管理規定（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2539748/i

ndex.html

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 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/302249/302266/302267/2369559/index.ht

ml
（ジェトロ仮訳）

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

s/pdf/custom_001.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 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 （ジェトロ仮訳）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/food

s/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 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 絶滅危惧種野生動植物輸出入管理条例（中国語） http://www.gov.cn/zwgk/2006-05/17/content_282856.htm

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 野生動植物輸出入証書管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/356084/index.ht

ml

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 中華人民共和国税関輸出入貨物通関申告記入規範（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/gkml287/index.html?callbac

kUrl=/tabid/1165/InfoID/33454/Default.aspx

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 育種、育苗検疫審査認可・監督管理弁法（中国語） http://www.gov.cn/xinwen/2019-12/16/content_5461512.htm

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） 根拠法等 国外からの農業育種・育苗に関する検疫審査（中国語）
http://banshi.beijing.gov.cn/pubtask/task/1/110000000000/e3618510-36d2-

40b0-92a9-a6986bbbbff8.html

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

輸入手続 2. 輸入通関手続（通関に必要な書類） その他参考情報
税関総署 国家絶滅危惧種輸出入管理弁公室公告2018年第49号　野生動植

物輸出入証書通関業務ネットワークペーパーレス化の全面実施に関する公

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/1867727/index.ht

ml

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/

輸入手続 3. 輸入時の検査・検疫 関係省庁 中華人民共和国税関総署動植物検疫司（中国語） http://dzs.customs.gov.cn/

輸入手続 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/302249/302266/302267/2369559/index.ht

ml
（ジェトロ仮訳）

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

s/pdf/custom_001.pdf
※ジェトロ仮訳は改正前のものになります。

輸入手続 3. 輸入時の検査・検疫 根拠法等 輸出入検査検疫申告規定（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371163/index.ht

ml

輸入手続 3. 輸入時の検査・検疫 根拠法等 輸入動植物検疫審査認可管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371776/index.ht

ml

輸入手続 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 （ジェトロ仮訳）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/food

s/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 3. 輸入時の検査・検疫 根拠法等 輸出入切花検疫規程（SN/T1386-2004）（中国語） http://www.cssn.net.cn/cssn/front/gbdetail.jsp?A001=MTA3ODI2NA==

輸入手続 3. 輸入時の検査・検疫 根拠法等 輸入栽培媒体検疫管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302268/1868425/index.ht

ml

輸入手続 3. 輸入時の検査・検疫 根拠法等 輸入植物繁殖材料検疫管理弁法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372716/index.ht

ml

輸入手続 3. 輸入時の検査・検疫 根拠法等 外来有害生物の流入防止業務の強化についての意見（中国語） http://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62092.htm

輸入手続 3. 輸入時の検査・検疫 その他参考情報

輸入手続 4. 販売許可手続 関係省庁 中国国家林業局（中国語） http://www.forestry.gov.cn/

輸入手続 4. 販売許可手続 根拠法等 林木種子生産経営許可証管理弁法（中国語） http://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5095757.htm

輸入手続 4. 販売許可手続 その他参考情報

輸入手続 5. その他 関係省庁

輸入手続 5. その他 根拠法等

輸入手続 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 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/t20191230_3452186.htm

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://202.127.48.116:18001/static/pages/taxRateQuery.html
検索欄に食品の名称又は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｢最惠国税率｣）、一般税率（中国語｢普通税率｣）などの情報が検索できます。

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（World Tariff）」 https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/

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 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.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/zhengce/content/2017-12/01/content_5243734.htm?trs=1 （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 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/n810341/n810755/c4160283/content.html

http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/93a5365b574f44ba9aa86672891fecac.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201901/93a5365b574f44ba9aa86672891fecac.shtml
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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
http://www.gov.cn/zwgk/2006-05/17/content_282856.htm
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/gkml287/index.html?callbackUrl=/tabid/1165/InfoID/33454/Default.aspx
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/gkml287/index.html?callbackUrl=/tabid/1165/InfoID/33454/Default.aspx
http://www.gov.cn/xinwen/2019-12/16/content_5461512.htm
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項目1 項目2 リンク関連 タイトル URL その他言語・仮訳 URL 備考

【中国】花きの輸入規制、輸入手続きの関連リンク

輸入関税等 2. その他の税 その他参考情報 輸出入商品税率一覧（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302427/302442/shangpinshuilv/index.html

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 中国税関総署（中国語） http://www.customs.gov.cn/

その他 - 根拠法等 主な切花製品の梱包、運送、貯蔵（GB/T 23897-2009）（中国語）
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=A78FBB685059497441F2A41D

D197C1A3

その他 - その他参考情報

http://www.customs.gov.cn/customs/302427/302442/shangpinshuilv/index.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_03.html
http://www.customs.gov.cn/
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=A78FBB685059497441F2A41DD197C1A3
http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=A78FBB685059497441F2A41DD197C1A3

