
【中国】青果物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク集

項目1 項目2
リンク関

連
タイトル URL その他言語 URL

品目の定義（HSコード） - 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（HSコード） - 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（HSコード） - 根拠法等 中華人民共和国輸出入税則（2022版）（中国語） http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/31/content_5665850.htm

品目の定義（HSコード） -
その他参
考情報

日本税関web輸出統計品目表（2022年版） https://www.customs.go.jp/yusyutu/2022_01_01/index.htm

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 農林水産省 http://www.maff.go.jp/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）

関係省庁 植物防疫所 https://www.maff.go.jp/pps/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 輸入食品海外製造企業登録管理規定（2021年改正）（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619591/index.html （ジェトロ仮訳） https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/foods/law.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

輸入可能な生鮮果物の種類及び輸出国・地域リスト（中国語） http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2746776/3062131/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

輸入可能な生鮮野菜等の植物製品の種類及び輸出国・地域リスト
（中国語）

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2746776/3062131/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

中国の輸入規制の概要 https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/sum_ch.pdf

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

証明書や施設認定の申請―アジア
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-
4/yusyutu_shinsei_asia.html#%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%
92%8C%E5%9B%BD

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

中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/china_shoumei.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

輸出解禁・条件変更要請を行った主な国（地域）及び品目の現状 https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_yusyutu/attach/pdf/index2-54.pdf

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

中国 品目別検疫条件一覧表（貨物） 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
等（輸出者側で必要な手

根拠法等 中華人民共和国食品安全法（2021年改正）（中国語） http://www.customs.gov.cn//customs/302249/302266/302267/2369620/index.html （ジェトロ仮訳） https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/foods/law.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（輸出者側で必要な手

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/2018/9/1537249843008.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（輸出者側で必要な手

根拠法等 輸入食品海外製造企業登録管理規定（2021年改正）（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619591/index.html （ジェトロ仮訳） https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/foods/law.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（輸出者側で必要な手

根拠法等 中国税関総署第103号公告（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4053483/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（輸出者側で必要な手

その他参
考情報

インタネット＋税関（中国語） http://online.customs.gov.cn/

輸入規制 3. 動植物検疫の有無 根拠法等 輸入果物検査検疫監督管理弁法（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371756/index.html

輸入規制 3. 動植物検疫の有無
その他参
考情報

証明書や施設認定の申請（農林水産省）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-
4/yusyutu_shinsei_asia.html#%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%
92%8C%E5%9B%BD

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
中華人民共和国国家標準「生鮮リンゴ」（GB/T 10651-2008）（中
国語）

http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=39F27DD712D12CB6B8AA60622897
8445

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「生鮮梨」（GB/T 10650-2008）（中国
語）

http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=ED4447A86627BFDE8E52AC9CFC3E
5BC4

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=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E

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
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【中国】青果物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク集

項目1 項目2
リンク関

連
タイトル URL その他言語 URL

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-
2021）（中国語）

http://nmj.ordos.gov.cn/nmjyw/nybz/202111/t20211116_3082530.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=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E

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
（最大残留基準値/禁止）

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/db?type=2&guid=3C86C829-917B-4AA2-9D63-
9C2080672056

（仮訳） https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2-1.html

食品関連の規制
3. 重金属および汚染物質
（最大残留基準値/禁止）

根拠法等
食品安全国家標準 「食品中汚染物上限値」（GB 2762-2022）（中
国語）（2023年6月30日施行）（中国語）

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=96D1404C-30A3-44B1-9F9E-
856C23C55DD7

食品関連の規制
3. 重金属および汚染物質
（最大残留基準値/禁止）

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=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E

食品関連の規制
3. 重金属および汚染物質
（最大残留基準値/禁止）

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 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/world/asia/cn/foods/law.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=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E

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. 食品包装規制（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）

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=9E26DF10-804D-4B37-9DD5-
E4BFFF153532

（仮訳） https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2-1.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）

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. 食品包装規制（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）

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=984970FF-4012-489A-8B91-D50416F6A4D0

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）

根拠法等 食品安全国家標準「硝子製品」（GB 4806.5-2016）（中国語）
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=BE91E716-8C39-4A8A-94D7-
4077BB83EEEF

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）

根拠法等 食品安全国家標準「セラミック製品」（GB 4806.4-2016）（中国語）
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=E02A4200-9CF2-4E79-B7C7-
B6124E0EA950

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）

根拠法等
食品安全国家標準「食品接触用プラスチック材および製品」（GB
4806.7-2016）（中国語）

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/C1754715-C967-469A-A2C4-
384256810876.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）

根拠法等
食品安全国家標準「食品接触用紙およびボール紙材および製
品」（GB4806.8-2016）（中国語）

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/E662DE70-7921-4636-ACAE-
5828829E9F7D.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）

根拠法等 食品安全国家標準「ホーロー製品」（GB 4806.3-2016）（中国語）
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=4D51CB79-24E7-4D38-9595-
F33183A381E6

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）

根拠法等
食品安全国家標準「食品接触用金属材および製品」（GB4806.9-
2016）（中国語）

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/1409187C-E004-46F7-9A54-
9495424C57F7.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）

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

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）

根拠法等
食品安全国家標準「食品接触用ゴム材および製品」（GB4806.11-
2016）（中国語）

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/699CE035-980C-4290-8489-
C7EACD2DB641.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）

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/t20061106_715806.htm

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）

根拠法等
中華人民共和国国家標準「生鮮リンゴ」（GB/T 10651-2008）（中
国語）

http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=39F27DD712D12CB6B8AA60622897
8445

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）

根拠法等
中華人民共和国国家標準「生鮮梨」（GB/T 10650-2008）（中国
語）

http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=ED4447A86627BFDE8E52AC9CFC3E
5BC4

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）

根拠法等
生鮮果物、野菜包装およびコールドチェーン運輸汎用的操作規程
（GB/T 33129-2016）（中国語）

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=DDD09A86C6C54C32BEA61EE37E1
055A1

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=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E

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

http://nmj.ordos.gov.cn/nmjyw/nybz/202111/t20211116_3082530.html
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=3C86C829-917B-4AA2-9D63-9C2080672056
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=3C86C829-917B-4AA2-9D63-9C2080672056
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2-1.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=96D1404C-30A3-44B1-9F9E-856C23C55DD7
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=96D1404C-30A3-44B1-9F9E-856C23C55DD7
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
https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/foods/law.html
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=9E26DF10-804D-4B37-9DD5-E4BFFF153532
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=9E26DF10-804D-4B37-9DD5-E4BFFF153532
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2-1.html
http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/D81D6399-32A6-4782-97E0-822496BDBF8C.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=984970FF-4012-489A-8B91-D50416F6A4D0
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=BE91E716-8C39-4A8A-94D7-4077BB83EEEF
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=BE91E716-8C39-4A8A-94D7-4077BB83EEEF
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=E02A4200-9CF2-4E79-B7C7-B6124E0EA950
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=E02A4200-9CF2-4E79-B7C7-B6124E0EA950
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/C1754715-C967-469A-A2C4-384256810876.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/C1754715-C967-469A-A2C4-384256810876.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/E662DE70-7921-4636-ACAE-5828829E9F7D.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/E662DE70-7921-4636-ACAE-5828829E9F7D.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=4D51CB79-24E7-4D38-9595-F33183A381E6
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=4D51CB79-24E7-4D38-9595-F33183A381E6
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/1409187C-E004-46F7-9A54-9495424C57F7.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/1409187C-E004-46F7-9A54-9495424C57F7.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
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/699CE035-980C-4290-8489-C7EACD2DB641.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/staticPages/699CE035-980C-4290-8489-C7EACD2DB641.html
http://www.customs.gov.cn/
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=39F27DD712D12CB6B8AA606228978445
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=39F27DD712D12CB6B8AA606228978445
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=ED4447A86627BFDE8E52AC9CFC3E5BC4
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=ED4447A86627BFDE8E52AC9CFC3E5BC4
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=DDD09A86C6C54C32BEA61EE37E1055A1
https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=DDD09A86C6C54C32BEA61EE37E1055A1
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db


【中国】青果物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク集

項目1 項目2
リンク関

連
タイトル URL その他言語 URL

食品関連の規制 6. ラベル表示 根拠法等 「輸出入食品安全管理弁法」（2021年改正）（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619657/index.html

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）

https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=9058ADC5-AFC3-4586-9798-
D0170F6F879C

（仮訳） https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2-1.html

食品関連の規制 6. ラベル表示 根拠法等 輸入食品海外製造企業登録管理規定（2021年改正）（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619591/index.html

食品関連の規制 6. ラベル表示 根拠法等 農産品品質安全法（2018年改正）（中国語）
https://duxiaofa.baidu.com/detail?searchType=statute&from=aladdin_28231&originquery=%E4
%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%86%9C%E
4%BA%A7%E5%93%81%E8%B4%A8%E9%87%8F%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95&count=56&cid

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「生鮮リンゴ」（GB/T 10651-2008）（中
国語）

http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=39F27DD712D12CB6B8AA60622897
8445

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「生鮮梨」（GB/T 10650-2008）（中国
語）

http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=ED4447A86627BFDE8E52AC9CFC3E
5BC4

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=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E

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

輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセ
ンス等、商品登録等（輸入
者側で必要な手続き）

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

輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセ
ンス等、商品登録等（輸入
者側で必要な手続き）

根拠法等 対外貿易法を改正する全人代常任委員会の決定（中国語）
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202212/1fb87c771e914c30918cf750b69cbaa6.shtml#1
0006-weixin-1-52626-6b3bffd01fdde4900130bc5a2751b6d1

輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセ
ンス等、商品登録等（輸入
者側で必要な手続き）

根拠法等 「輸出入食品安全管理弁法」（2021年改正）（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619657/index.html

輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセ
ンス等、商品登録等（輸入
者側で必要な手続き）

根拠法等 輸入果物検査検疫監督管理弁法（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371756/index.html

輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセ
ンス等、商品登録等（輸入
者側で必要な手続き）

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.html

輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセ
ンス等、商品登録等（輸入
者側で必要な手続き）

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.customs.gov.cn//customs/302249/302266/302267/2369707/index.html

輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセ
ンス等、商品登録等（輸入
者側で必要な手続き）

その他参
考情報

インタネット＋税関（中国語） http://online.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 税関輸出入貨物集中申告管理規定（中国語） http://credit.shaanxi.gov.cn/316/93019.html

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

中国電子口岸（中国語） https://www.chinaport.gov.cn/

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」（2021年改正）（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619657/index.html

輸入手続き 3. 輸入時の検査・検疫 根拠法等 輸入果物検査検疫監督管理弁法（中国語） http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2371756/index.html

輸入手続き 3. 輸入時の検査・検疫
その他参
考情報

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://online.customs.gov.cn/static/pages/index.html?guidebookUrl=/static/pages/guides/0
00129011002/000129011002.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感染乙類乙管後の関連事項に関する公告
（税関総署公告2022年第131号）（中国語）

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4761081/index.html

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） https://www.samr.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） http://www.ipraction.gov.cn/article/zcfg/bwgz/202004/307973.html

輸入手続き 4. 販売許可手続き 根拠法等 中華人民共和国食品安全法（中国語）
http://www.customs.gov.cn/shantou_customs/zfxxgk39/3008252/3008377/2659888/26611
54/index.html

（ジェトロ仮訳） https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/foods/law.html

輸入手続き 4. 販売許可手続き 根拠法等 食用農産品市場販売品質安全監督管理弁法（中国語）
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Faqxxgk.anqing.gov.cn%2Fu
ploadfile%2F20180411%2F604743_15234107020.doc&wdOrigin=BROWSELINK

輸入手続き 5. その他 根拠法等
「冷蔵冷凍食品の品質安全管理の強化に関する市場監督管理総
局の公告」（中国語）

http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/spjys/202003/t20200318_313164.html

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

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619657/index.html
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=9058ADC5-AFC3-4586-9798-D0170F6F879C
https://sppt.cfsa.net.cn:8086/db?type=2&guid=9058ADC5-AFC3-4586-9798-D0170F6F879C
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2-1.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3619591/index.html
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/;jsessionid=4D7DE65D05C914F83A8BA55EFF82526E
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=39F27DD712D12CB6B8AA606228978445
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http://www.customs.gov.cn/
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【中国】青果物の輸入規制、輸入手続きの関連リンク集

項目1 項目2
リンク関

連
タイトル URL その他言語 URL

輸入関税等 1. 関税 根拠法等 中華人民共和国輸出入税則（2022版）（中国語） http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/31/content_5665850.htm

輸入関税等 1. 関税 根拠法等 中華人民共和国税関認定輸出事業者管理弁法（中国語） http://topic.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcwg/202202/20220203279919.shtml

輸入関税等 1. 関税 根拠法等
中華人民共和国税関「地域的な包括的経済連携協定」に基づく
輸出入貨物原産地管理弁法（中国語）

http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcwg/202202/20220203279968.shtml

輸入関税等 1. 関税 根拠法等
「中華人民共和国税関認定輸出事業者管理弁法」関連事項の実
施に関する公告（中国語）

http://www.customs.gov.cn//customs/302249/302266/302267/4122245/index.html

輸入関税等 1. 関税 根拠法等
「中華人民共和国税関『地域的な包括的経済連携協定』に基づく
輸出入貨物原産地管理弁法」関連事項の実施に関する公告（中
国語）

http://www.customs.gov.cn//customs/302249/302266/302267/4122288/index.html

輸入関税等 1. 関税
その他参
考情報

日本税関—地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に関する資料 https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/gaiyou/rcep/rcep.htm

輸入関税等 1. 関税
その他参
考情報

RCEP協定原産地規則について https://www.customs.go.jp/roo/information/rcep/rcep1.pdf

輸入関税等 1. 関税
その他参
考情報

RCEPなど利用時の、自社での原産地証明発行要件を規定 https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html

輸入関税等 1. 関税
その他参
考情報

RCEP協定解説書 https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/wto-fta/rcep/rcep.pdf

輸入関税等 1. 関税
その他参
考情報

インターネット+税関（中国語） http://online.customs.gov.cn/

輸入関税等 1. 関税
その他参
考情報

中国自由貿易区服務網（中国語） http://fta.mofcom.gov.cn/

輸入関税等 1. 関税
その他参
考情報

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.ht
ml

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

輸入関税等 2. その他の税
その他参
考情報

世界各国の関税率（WorldTariff） https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/

その他 その他 根拠法等 有機製品認証管理弁法（2015年改正）（中国語） http://www.cnca.gov.cn/zw/bmgz/202006/t20200618_58614.shtml

その他 その他 根拠法等 無公害農産品管理弁法（2007年改正版）（中国語） http://www.jiangxi.gov.cn/art/2018/11/9/art_5225_442910.html
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