
ブラジル向けに輸出される食品等に関する証明書の発行事務処理要領 

制  定 平成 25 年 3 月 1 日付け 24 食産第 5706 号 

一部改正 平成 25 年 9 月 5 日付け 25 食産第 1939 号

１．目的 

「輸出される食品等に関する証明書発行事務規程」（平成 24 年 4 月 1 日付け 23 食産第

3861 号農林水産事務次官依命通知。以下「事務規程」という。）第 5 条第 2 項、第 7 条及

び第 8 条に基づき、事務規程第 3 条第 1 項の地方農政局長等（以下「地方農政局長等」と

いう。）が、ブラジル向けに輸出される食品等の証明書の発行事務を行う場合の事務処理手

続について定める。 

２．定義 

 この要領において、原産地証明とは、事務規程第 2 条第 1 号のアに基づき、ブラジルに

輸出される清涼飲料水等が、我が国で生産又は加工され、我が国の規格基準を満たし、国

内で問題なく流通していることを証明することをいう。 

３．申請手続き 

（１）申請受付 

（ア）申請者 

証明書の発行を申請することができる者は、事務規程第 2 条第 3 号の地方支分部局

の管轄区域において生産若しくは加工され、又は流通する食品等を輸出しようとする

者及び当該管轄区域内に事務所を有する者とする。ただし、申請者又はその代理人は、

日本国内に事務所を有する者とする。 

（イ）申請方法 

申請者は、申請書類を当該地方支分部局に送付又は持参することとする。ただし、

地方農政局長等が申請方法を別に指定した場合は、この限りでない。 

申請者が郵送での証明書の交付を希望する場合、返信に要する経費は、申請者が負

担することとする。 

（ウ）証明書発行対象品目 

① 日付証明及び放射性物質検査証明

福島県で生産・加工されたすべての食品（香料等の食品添加物を含む。）

ただし、水産物、アルコール飲料を除く。（ただし、証明書発行対象品目を輸出

する貨物に混載して輸出される場合は、この限りでない。） 

② 原産地証明

日本国で生産・加工された清涼飲料水、粉末清涼飲料及び食酢。



（２）申請書類 

申請者は、（ア）又は（イ）に掲げる証明の種類ごとに、それぞれに掲げる書類を地方

農政局長等に提出する。 

（ア）日付証明及び放射性物質検査証明 

① 証明申請書（別記様式１－１、１－２）

② 証明書様式（Declaration for the import into Brazil of food(s) from Fukushima

Prefecture, Japan）（別記様式２－１） 

③ 証明書に記載される事項が確認できる書類（具体的な申請書類についての記載は、

４を参照） 

（イ）原産地証明 

① 証明申請書（別記様式１－３、１－４）

② 証明書様式（別記様式２－２）のうち、既に製品分析証明を実施しており、当該

分析機関の署名及び押印のあるもの。 

③ 証明書に記載される事項が確認できる書類（具体的な申請書類についての記載は、

４を参照） 

４．申請書類の審査 

地方農政局長等は、（１）に掲げるところ及び（２）から（４）の証明の種類ごとにそれ

ぞれに掲げるところにより審査を行うものとする。 

（１）輸出貨物の特定及び輸出先国等の確認 

  地方農政局長等は、申請者が提出した次の表の右欄に掲げるいずれかの確認書類及び

３．（２）（ア）①又は３．（２）（イ）①により、左欄に掲げる項目を確認するものとす

る。 

証明書の種類 確認項目 確認書類 

日付証明 

放射性物質検査証明 

B/L・AWB・インボイスの番号 ・インボイス（送り状）の写し

・パッキングリストの写し 

・B/L（船荷証券）の写し 

・AWB（航空運送状）の写し 

・積戻し許可通知書の写し 

・輸入許可通知書の写し

・商品の表示の写しや商品の写真 

商品名、重量、包装形態、箱数 

出発地名、到着地名、出港日、

船便名・航空便名 

輸出業者の名称、所在地 

輸入業者の名称、所在地 

具体的な商品 

原産地証明 商品名、銘柄、商品コード、箱

数、１箱当たりのボトル数、１

ボトル当たりの容量、総容量、

toru_imada
タイプライターテキスト

toru_imada
タイプライターテキスト

toru_imada
タイプライターテキスト

toru_imada
タイプライターテキスト

toru_imada
タイプライターテキスト



ぶどうの収穫年（注１） 

運送方法、到着地名 

輸出業者の名称、業種 

輸入業者の名称 

ＪＡＳマークの有無 

注１：ぶどうを加工した清涼飲料水等は確認の対象。 

（２）日付証明 

地方農政局長等は、申請者が提出した次の表の右欄に掲げるいずれかの確認書類及び

３．（２）（ア）により、左欄に掲げる項目を確認し、平成 23 年 3 月 11 日より前に福島

県で生産・加工された食品等であることを審査する。 

確認項目 確認書類 

生産・加工年月日 ・左欄に掲げる項目の記載がある商品表示の写しや写真 

・左欄に掲げる項目の記載がある生産・製造記録に係る書類の写し 

・製造年月日から賞味期限までの期間に関する生産者、製造者によ

る確認書及び賞味期限の記載がある商品表示の写しや写真 

・左欄に掲げる項目及び商品名の記載がある取引先の納品書等（注２）

の写し 

・左欄に掲げる項目及び商品名等の記載がある取引先による確認書

（別記様式３）（注３） 

注２：取引先との納品書、出荷伝票、入庫伝票の他、取引の過程で用いられる確認書類（イ

ンボイス、B/L、AWB、積戻し許可通知書、輸入許可通知書）を含む。 

注３：申請者が生産者・製造者の場合には確認書は不要。 

（３）放射性物質検査証明
地方農政局長等は、申請者が提出した次の表の右欄に掲げる確認書類及び３．（２）（ア）

により、福島県で生産・加工された食品等が、食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）第

11 条第１項に基づく食品中の放射性物質の規格基準及び別紙１の基準を超えていないこ

とについて審査する。 

検体の採取については、放射性物質検査機関が、輸出される商品の中から当該機関の

定める内部手続に基づき行うことを基本とするが、やむをえず申請者等が採取する場合

には、別途別紙２の確認書により確認する。 

なお、加工品であって製造ロット番号等により製造ロットが確認できる商品について

は、同一ロットについて行われた放射性物質検査結果の報告書により確認することもで

きる。また、生鮮品の農林産物であってほ場及び収穫期が確認できる商品については、



同一ほ場及び同一の収穫期の商品について行われた放射性物質検査結果の報告書により

確認することもできる。 

確認項目 確認書類 

検査結果、検体採取日、

検査日、検査機関、（製

造ロット番号又はほ場

の所在地及び収穫期） 

農林水産省ホームページの「輸出食品等に対する放射性物質に関

する検査の実施機関について」（URL：

http://www.maff.go.jp/e/export/houshanou.html）に掲載されて

いる放射性物質検査機関による放射性物質検査結果の報告書 

（４）原産地証明 

  地方農政局長等は、（１）の審査によりＪＡＳマークが確認されるものに関しては、速

やかに証明書を交付できるものとする。 

  ＪＡＳマークが確認されないものに関しては、地方農政局長等は、申請者が提出した

次の表の右欄に掲げるすべての確認書類をもって、左欄に掲げる項目を確認するものと

する。 

確認項目 確認書類 

当該製品が日本国内で生産又は加工され、一

般に広く流通されていること。 

・厚生労働省の発行する自由販売証明書 

「食品、添加物等の規格基準」（昭和 34 年

12月 28日厚生省告示第 370号。以下「規格

基準」という。）の規定する清涼飲料水及び

粉末清涼飲料に係る規格基準の要件を満た

すこと。なお、食酢に関しては清涼飲料水と

同等の規格基準の要件を満たすこととする。 

・厚生労働省の発行する自由販売証明書 

・製品分析証明書 

※自由販売証明書発行申請書上にある「自由販売証明書を提出する輸出相手先国の機関の

名称及び住所」には、ブラジルの該当する機関及び住所を記入すること。 

５．現地確認その他必要な調査の実施 

地方農政局長等は、申請者から提出された申請書類等の内容について、必要があると認

められる場合は、現地確認及びその他の調査を実施する。 

６．証明書の発行 

地方農政局長等は、申請者から提出された書類を審査し、証明する内容について確認さ

れた場合、証明書様式（別記様式２－１又は別記様式２－２）に必要な事項を記載し、証

明書を交付する。 

http://www.maff.go.jp/e/export/houshanou.html


７．証明書の発行状況の報告 

（１）地方農政局長等のうち地方農政局の地域センターの長は、毎月、証明書の発行状況

を別記様式４号に取りまとめ、地方農政局長に対し翌月 10日までに報告する。 

（２）地方農政局長、北海道農政事務所長及び内閣府沖縄総合事務局長は、毎月、証明書

の発行状況を別記様式５号に取りまとめ、食料産業局長に対し翌月 15日までに報告する。 

（３）（１）及び（２）の報告に加え、事務規程第２条第３号の地方支分部局において、証

明書発行業務を行う担当者は、証明書の発行状況に係る電磁的記録を電子メールにより、

農林水産省食料産業局において証明書の発行に係る業務を行う担当者に送付するものと

する。 

附則 

この要領は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

附則 

この改正は、平成 25 年 9 月 5 日から施行する。 



（別記様式１－１） 平成　　　年　　　月　　　日

証明区分

日付証明

日本語 英語
１

名称

所在地

名称
(注4)

所在地

６

名称

都道府県(注7)

所在地

５ 輸入業者

具体的な商品(注5)

７ 生産・加工施

設
(注6)

３ 出発地

到着地
(注3)

出港日

船便名・航空便名

４ 輸出業者

確認項目
B/L・AWB・ｲﾝﾎﾞｲｽ番号
(注1)

２ 商品名

HSコード等
(注2)

数量、重量、包装形態

　ブラジル向け輸出食品等の輸出に関する証明書について、裏付け証明をお願いしたく、別添のとお
り、関係書類を添付して申請します。
　今回の加工食品等に係る裏付け証明の申請内容については、下記のとおりであり、申請内容及び
添付書類については、当該輸出食品等に係るものであり、かつ各書類の原本と相違ありません。
　このことが事実であることの証明を、後日、農林水産省から求められた場合には、調査に協力するこ
とを誓約します。
　また、これに応じない場合や申請している内容が事実と反する場合には、輸出証明書の発行の停止
を含む、不利益な取扱いを受けても異存ありません。
　なお、出港日や運送方法等が未定で下記の表の項目１のB/L番号又はAWB番号、項目３の出港
日、船便名又は航空便名を空欄で提出する場合には、確定後に全ての欄を記載した別記様式２－１
の写しと確認書類を速やかに提出することを誓約します。

記

輸出先国・地域
ブラジル

輸出食品等に関する証明申請書

　○○農政局長
　北海道農政事務所長
　内閣府沖縄総合事務局農林水産部長　　　殿
　○○地域センター長

会　社　名
所　在　地
役職・氏名                                                                         印
　担当者氏名
　電話番号
　E-mail



名称

産地
(注7)

使用割合

９

10

11

製品

原料

13 流通ルート

生産・加工年月日
(注9)

製造ロット番号
(注9)

賞味期限
(注9)

12
(注10)

検査結果（検出限界等）

検体採取日

検査日

検査機関名

報告書番号

８ 原料
(注8)



（別記様式１－１） 平成　　　年　　　月　　　日

証明区分

検査証明

日本語 英語
１

名称

所在地

名称
(注4)

所在地

６

名称

都道府県(注7)

所在地

５ 輸入業者

具体的な商品(注5)

７ 生産・加工施

設
(注6)

３ 出発地

到着地
(注3)

出港日

船便名・航空便名

４ 輸出業者

確認項目
B/L・AWB・ｲﾝﾎﾞｲｽ番号
(注1)

２ 商品名

HSコード等
(注2)

数量、重量、包装形態

　ブラジル向け輸出食品等の輸出に関する証明書について、裏付け証明をお願いしたく、別添のとお
り、関係書類を添付して申請します。
　今回の加工食品等に係る裏付け証明の申請内容については、下記のとおりであり、申請内容及び
添付書類については、当該輸出食品等に係るものであり、かつ各書類の原本と相違ありません。
　このことが事実であることの証明を、後日、農林水産省から求められた場合には、調査に協力するこ
とを誓約します。
　また、これに応じない場合や申請している内容が事実と反する場合には、輸出証明書の発行の停止
を含む、不利益な取扱いを受けても異存ありません。
　なお、出港日や運送方法等が未定で下記の表の項目１のB/L番号又はAWB番号、項目３の出港
日、船便名又は航空便名を空欄で提出する場合には、確定後に全ての欄を記載した別記様式２－１
の写しと確認書類を速やかに提出することを誓約します。

記

輸出先国・地域
ブラジル

輸出食品等に関する証明申請書

　○○農政局長
　北海道農政事務所長
　内閣府沖縄総合事務局農林水産部長　　　殿
　○○地域センター長

会　社　名
所　在　地
役職・氏名                                                                         印
　担当者氏名
　電話番号
　E-mail



名称

産地
(注7)

使用割合

９

10

11

製品

原料

13 流通ルート

生産・加工年月日
(注9)

製造ロット番号
(注9)

賞味期限
(注9)

12
(注10)

検査結果（検出限界等）

検体採取日

検査日

検査機関名

報告書番号

８ 原料
(注8)



注1: いずれか１つでよい。
ＥＵ等、仏領ポリネシアは、B/L番号又はAWB番号のみ（インボイス番号は不可）。

注2:

・ＥＵ等は、産地証明のみＣＮコードを記載（日付証明、検査証明は不要）<コードの確認
書類は不要>。

・シンガポールは緑茶製品のみ、韓国は畜産物のみ、中国は全ての商品につき、ＨＳコー
ドを記載<コードの確認書類は不要>。

注3:

注4:

注5: 商品の一般名称を記載。

注6:

・韓国は、生鮮食品の場合と、加工食品で複数の施設のものがある場合のみ、同欄に輸出
業者の名称、都道府県、所在地を記載するとともに、各商品の生産・加工施設の名称、都
道府県、所在地を記載したリストを添付。但し、生鮮食品は、ＪＡＳ法に基づき商品の名
称・原産地等が表示された送り状又は納品書等の写しが確認書類として提出する場合に限
り、同リストへの記載を都道府県名のみとすることも可（施設の名称、所在地は記載不
要）。
（その他は同欄に生産・加工施設の名称、都道府県、所在地を記載。）
・シンガポール、ドバイ、アブダビの生鮮食品は、ＪＡＳ法に基づき商品の名称・原産地
等が表示された送り状又は納品書等の写しが確認書類として提出された場合に限り、都道
府県名の欄のみの記載も可（施設の名称、所在地は記載不要）。

注7: 都道府県名又は日本以外の場合は国名を記載。

注8:

・タイ、中国は、製品に占める重量比で最大のもののみ記載。
・ＥＵ等は、指定地域・品目以外である原料につき50%超まで記載。

・ドバイ、アブダビは、指定地域以外の原料及び検査を実施して項目12に記載した原料の
計が50%超になるまで記載。

注9:

・ＥＵ等は、経過措置が適用される品目として申請する場合、項目９を記載。
・韓国は、項目９～11のいずれかひとつを記載。

・エジプトは、項目９及び項目10を記載（項目11は不要）。

注10:

・シンガポールは、静岡県産の緑茶製品のみ記載。
・タイは、製品に占める重量比が最大の原料の産地が指定地域の場合のみ記載。
・ドバイ、アブダビは、指定地域の原料が50%超の場合のみ記載。

注11:

シンガポール、タイ、中国、エジプト、ドバイ、アブダビは、インボイス番号のみ(B/L番号又
はAWB番号は不可)。

ＥＵ等、シンガポール、韓国は一部の商品のみ、中国は全ての商品につき要記載（それ以外は
不要）。

ＥＵ等は、国名を要追記。

ブラジルは、納税登録番号（ＣＮＰＪ）を要追記。

ＥＵ等は、製品・原料の産地が不明のため検査証明を申請する場合、記載不要。
シンガポール、韓国、ドバイ、アブダビの一部の食品以外は、生産・加工施設の名称、都道府
県、所在地を記載。

中国以外の複数の商品の証明の場合、項目２、６～12の欄に「別表のとおり」と記載し、別表
を添付。なお、項目12の欄につき複数の商品がある場合には、検査機関の欄に報告書番号を要
追記。

産地証明のうち、タイ、中国の全ての商品とＥＵ等、ドバイ、アブダビの一部の商品のみ要記
載（それ以外は不要）。

日付証明は全て、産地証明のうち中国の全ての商品につき、項目９を要記載（項目10、11は不
要）。

産地証明及び検査証明のいずれでも、ＥＵ等は一部の商品のみ、韓国、エジプトは全ての商品
につき項目９～11の一部を要記載。

検査証明に際し、輸出する商品と同一ロットの商品について行われた放射性物質検査により確
認する場合には、項目10を要記載。

検査証明は全て要記載。モロッコは検査機関の欄に名称とともに同機関の所在地と電話番号を
要追記。また、エジプト及びブルネイ以外は商品が複数の場合を除き、報告書番号は不要。

産地証明は、シンガポール、タイ、ドバイ、アブダビの一部の商品のみ要記載（それ以外は不
要）。



（別記様式１－２） 平成　　　年　　　月　　　日

証明区分

日付証明

日本語 英語
１

名称

所在地

名称
(注4)

所在地

５ 輸入業者

３ 出発地

到着地
(注3)

出港日

船便名・航空便名

４ 輸出業者

確認項目
B/L・AWB・ｲﾝﾎﾞｲｽ番号
(注1)

２ 商品名

HSコード等
(注2)

数量、重量、包装形態

　ブラジル向け輸出食品等の輸出に関する証明書について、裏付け証明をお願いしたく、別添のとお
り、関係書類を添付して申請します。
　今回の加工食品等に係る裏付け証明の申請内容については、下記のとおりであり、申請内容及び
添付書類については、当該輸出食品等に係るものであり、かつ各書類の原本と相違ありません。
　このことが事実であることの証明を、後日、農林水産省から求められた場合には、調査に協力するこ
とを誓約します。
　また、これに応じない場合や申請している内容が事実と反する場合には、輸出証明書の発行の停止
を含む、不利益な取扱いを受けても異存ありません。
　なお、出港日や運送方法等が未定で下記の表の項目１のB/L番号又はAWB番号、項目３の出港
日、船便名又は航空便名を空欄で提出する場合には、確定後に全ての欄を記載した別記様式２－１
の写しと確認書類を速やかに提出することを誓約します。

記

輸出先国・地域
ブラジル

輸出食品等に関する証明申請書

　○○農政局長
　北海道農政事務所長
　内閣府沖縄総合事務局農林水産部長　　　殿
　○○地域センター長

会　社　名
所　在　地
役職・氏名

（上記代理人）
会　社　名
所　在　地
役職・氏名                                                                         印

　担当者氏名
　電話番号
　E-mail



６

名称

都道府県(注7)

所在地
名称

産地
(注7)

使用割合

９

10

11

製品

原料

13 流通ルート

生産・加工年月日
(注9)

製造ロット番号
(注9)

賞味期限
(注9)

12
(注10)

検査結果（検出限界等）

検体採取日

検査日

検査機関名

報告書番号

具体的な商品(注5)

７ 生産・加工施

設
(注6)

８ 原料
(注8)



（別記様式１－２） 平成　　　年　　　月　　　日

証明区分

検査証明

日本語 英語
１

名称

所在地

名称
(注4)

所在地

５ 輸入業者

３ 出発地

到着地
(注3)

出港日

船便名・航空便名

４ 輸出業者

確認項目
B/L・AWB・ｲﾝﾎﾞｲｽ番号
(注1)

２ 商品名

HSコード等
(注2)

数量、重量、包装形態

　ブラジル向け輸出食品等の輸出に関する証明書について、裏付け証明をお願いしたく、別添のとお
り、関係書類を添付して申請します。
　今回の加工食品等に係る裏付け証明の申請内容については、下記のとおりであり、申請内容及び
添付書類については、当該輸出食品等に係るものであり、かつ各書類の原本と相違ありません。
　このことが事実であることの証明を、後日、農林水産省から求められた場合には、調査に協力するこ
とを誓約します。
　また、これに応じない場合や申請している内容が事実と反する場合には、輸出証明書の発行の停止
を含む、不利益な取扱いを受けても異存ありません。
　なお、出港日や運送方法等が未定で下記の表の項目１のB/L番号又はAWB番号、項目３の出港
日、船便名又は航空便名を空欄で提出する場合には、確定後に全ての欄を記載した別記様式２－１
の写しと確認書類を速やかに提出することを誓約します。

記

輸出先国・地域
ブラジル

輸出食品等に関する証明申請書

　○○農政局長
　北海道農政事務所長
　内閣府沖縄総合事務局農林水産部長　　　殿
　○○地域センター長

会　社　名
所　在　地
役職・氏名

（上記代理人）
会　社　名
所　在　地
役職・氏名 印

　担当者氏名
　電話番号
　E-mail



６

名称

都道府県(注7)

所在地
名称

産地
(注7)

使用割合

９

10

11

製品

原料

13 流通ルート

生産・加工年月日
(注9)

製造ロット番号
(注9)

賞味期限
(注9)

12
(注10)

検査結果（検出限界等）

検体採取日

検査日

検査機関名

報告書番号

具体的な商品(注5)

７ 生産・加工施

設
(注6)

８ 原料
(注8)



注1: いずれか１つでよい。
ＥＵ等、仏領ポリネシアは、B/L番号又はAWB番号のみ（インボイス番号は不可）。

注2:

・ＥＵ等は、産地証明のみＣＮコードを記載（日付証明、検査証明は不要）<コードの確認
書類は不要>。

・シンガポールは緑茶製品のみ、韓国は畜産物のみ、中国は全ての商品につき、ＨＳコー
ドを記載<コードの確認書類は不要>。

注3:

注4:

注5: 商品の一般名称を記載。

注6:

・韓国は、生鮮食品の場合と、加工食品で複数の施設のものがある場合のみ、同欄に輸出
業者の名称、都道府県、所在地を記載するとともに、各商品の生産・加工施設の名称、都
道府県、所在地を記載したリストを添付。但し、生鮮食品は、ＪＡＳ法に基づき商品の名
称・原産地等が表示された送り状又は納品書等の写しが確認書類として提出する場合に限
り、同リストへの記載を都道府県名のみとすることも可（施設の名称、所在地は記載不
要）。
（その他は同欄に生産・加工施設の名称、都道府県、所在地を記載。）
・シンガポール、ドバイ、アブダビの生鮮食品は、ＪＡＳ法に基づき商品の名称・原産地
等が表示された送り状又は納品書等の写しが確認書類として提出された場合に限り、都道
府県名の欄のみの記載も可（施設の名称、所在地は記載不要）。

注7: 都道府県名又は日本以外の場合は国名を記載。

注8:

・タイ、中国は、製品に占める重量比で最大のもののみ記載。
・ＥＵ等は、指定地域・品目以外である原料につき50%超まで記載。

・ドバイ、アブダビは、指定地域以外の原料及び検査を実施して項目12に記載した原料の
計が50%超になるまで記載。

注9:

・ＥＵ等は、経過措置が適用される品目として申請する場合、項目９を記載。
・韓国は、項目９～11のいずれかひとつを記載。

・エジプトは、項目９及び項目10を記載（項目11は不要）。

注10:

・シンガポールは、静岡県産の緑茶製品のみ記載。
・タイは、製品に占める重量比が最大の原料の産地が指定地域の場合のみ記載。
・ドバイ、アブダビは、指定地域の原料が50%超の場合のみ記載。

注11:

シンガポール、タイ、中国、エジプト、ドバイ、アブダビは、インボイス番号のみ(B/L番号又
はAWB番号は不可)。

ＥＵ等、シンガポール、韓国は一部の商品のみ、中国は全ての商品につき要記載（それ以外は
不要）。

ＥＵ等は、国名を要追記。

ブラジルは、納税登録番号（ＣＮＰＪ）を要追記。

ＥＵ等は、製品・原料の産地が不明のため検査証明を申請する場合、記載不要。
シンガポール、韓国、ドバイ、アブダビの一部の食品以外は、生産・加工施設の名称、都道府
県、所在地を記載。

中国以外の複数の商品の証明の場合、項目２、６～12の欄に「別表のとおり」と記載し、別表
を添付。なお、項目12の欄につき複数の商品がある場合には、検査機関の欄に報告書番号を要
追記。

産地証明のうち、タイ、中国の全ての商品とＥＵ等、ドバイ、アブダビの一部の商品のみ要記
載（それ以外は不要）。

日付証明は全て、産地証明のうち中国の全ての商品につき、項目９を要記載（項目10、11は不
要）。

産地証明及び検査証明のいずれでも、ＥＵ等は一部の商品のみ、韓国、エジプトは全ての商品
につき項目９～11の一部を要記載。

検査証明に際し、輸出する商品と同一ロットの商品について行われた放射性物質検査により確
認する場合には、項目10を要記載。

検査証明は全て要記載。モロッコは検査機関の欄に名称とともに同機関の所在地と電話番号を
要追記。また、エジプト及びブルネイ以外は商品が複数の場合を除き、報告書番号は不要。

産地証明は、シンガポール、タイ、ドバイ、アブダビの一部の商品のみ要記載（それ以外は不
要）。



（別記様式１－３） 平成　　　年　　　月　　　日

日本語 英語

名称

業種
４ 輸入業者 名称

２ 運送方法

到着地（寄港地）

３ 輸出業者

確認項目
1 商品名

銘柄

ぶどうの収穫年
（注）

商品コード

箱数

１ボトル当たりの容量

総容量

１箱当たりのボトル数

　ブラジル向け清涼飲料水等の輸出に関する証明書について、裏付け証明をお願いしたく、別添のと
おり、関係書類を添付して申請します。
　今回の裏付け証明の申請内容については、下記のとおりであり、申請内容及び添付書類について
は、当該清涼飲料水等に係るものであり、かつ各書類の原本と相違ありません。
　このことが事実であることの証明を、後日、農林水産省から求められた場合には、調査に協力するこ
とを誓約します。
　また、これに応じない場合や申請している内容が事実と反する場合には、輸出証明書の発行の停止
を含む、不利益な取扱いを受けても異存ありません。

記

清涼飲料水等に関する原産地証明申請書

　○○農政局長
　北海道農政事務所長
　内閣府沖縄総合事務局農林水産部長　　　殿
　○○地域センター長

会　社　名
所　在　地
役職・氏名 印
　担当者氏名
　電話番号
　E-mail



（別記様式１－４） 平成　　　年　　　月　　　日

日本語 英語

名称

業種
４ 輸入業者 名称

清涼飲料水等に関する原産地証明申請書

　○○農政局長
　北海道農政事務所長
　内閣府沖縄総合事務局農林水産部長　　　殿
　○○地域センター長

会　社　名
所　在　地
役職・氏名

　担当者氏名
　電話番号
　E-mail

（上記代理人）
会　社　名
所　在　地
役職・氏名 印

商品コード

箱数

１ボトル当たりの容量

総容量

１箱当たりのボトル数

　ブラジル向け清涼飲料水等の輸出に関する証明書について、裏付け証明をお願いしたく、別添のと
おり、関係書類を添付して申請します。
　今回の裏付け証明の申請内容については、下記のとおりであり、申請内容及び添付書類について
は、当該清涼飲料水等に係るものであり、かつ各書類の原本と相違ありません。
　このことが事実であることの証明を、後日、農林水産省から求められた場合には、調査に協力するこ
とを誓約します。
　また、これに応じない場合や申請している内容が事実と反する場合には、輸出証明書の発行の停止
を含む、不利益な取扱いを受けても異存ありません。

記

２ 運送方法

到着地（寄港地）

３ 輸出業者

確認項目
1 商品名

銘柄

ぶどうの収穫年
（注）



 

 

平成  年  月  日 

 

 ○○農政局長 殿 

 北海道農政事務所長 

 内閣府沖縄総合事務局農林水産部長  殿 

 ○○地域センター長 

 

委任状 

 

住所 

委任者 法人名 

氏名          印 

 

 当社は、農林水産省が行う日本産の食品等の輸出に係る証明書発行のための申請手続

きに係る権限を下記の者に委任いたします。 

 なお、輸出食品等に関する証明申請書に記述している誓約内容については、本人であ

る私自身の意思を示すものです。 

 

 

記 

 

 

 

会社名 （所属部署） 

 

役職及び氏名 

 

使用印 



     

（別記様式２－１） 

Declaration for the import into Brazil of food(s) from Fukushima Prefecture, Japan  

 

Consignment Code……………………    Declaration Number .......................................................... 

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

 ............................................................................................................................... (competent authority ) 

 

DECLARES that the Food(s)   (products )  of this consignment composed of: .......................................  

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

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

 ..................... (description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight) 

 

which comes from the establishment .......................................................................................................  

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

 ........................................................................................................ (name and address of establishment) 

 

embarked at ..............................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................. (embarkation place) 

 

going to .....................................................................................................................................................  

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

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

 ....................................................................................................................... (identification of importer) 

 

 

 has been harvested and/or processed in Fukushima prefecture before 11 March 2011; 

 

 is originating from Fukushima prefecture, to determine the level of the radionuclides, caesium-134 

and caesium-137, and the analytical results are in compliance with the Codex Standard (193-1995).  

The analytical report is attached. 

 

 

Done at ............................................................................................. on ...................................................  

Stamp and signature of 

authorized representative of competent authority 

 



（別記様式２－２） 

 

MODEL CERTIFICATE OF ORIGIN AND ANALYSIS OF BEVERAGES AND 

VINEGARS 

 

Certificate of origin n. ___________ 

Issuing country :______________________ 

1. Exporter : 

2. Activity : 

3. Recipient : 

4. Means of transportation :  5. Place of unloading : 

Product : 

Name Brand Batch n. Number of boxes Number of bottles / vol. Total volume 

      
The above mentioned producing or bottling establishment works in the country with the activities of production or 

bottling or both and the products specified above meet the standard of identity and national quality and are fit for 

domestic consumption. 

 

Official agency name : 

Official agency address : 

Date and place : 

 

___________________________________ 

Signature and stamp of the representative in charge 

 

Certificate of Analysis n.____________, for the above mentioned product 

 

Analytical parameters Unit  Result 

Turbidity (1) (2) (3)   

Sediment (1) (2) (3)    

Arsenic (1) (2) (3)   

Lead (1) (2) (3)   

Cadmium (1) (2) (3)   

Tin (1) (2) (3)   

Coliform bacilli (1) (2) (3)   

Enterococci (2)   

Green pus bacilli (2)   

Patulin (3)   
(1) For soft drinks, powder drink beverages or vinegars other than (2), (3) 

(2) Mineral water (soft drink beverages which only consists of water) with a carbon dioxide pressure inside the 

container of not more than 98 kPa at 20℃ and that has not been sterilized or disinfected 

(3) For soft drinks made solely of apple juices and/or juiced fruit 

 

Laboratory name : 

Laboratory address : 

Date and place : 

 

___________________________________ 

Signature and stamp of the representative in charge 

 



（別記様式２－２） 

 
MODEL CERTIFICATE OF ORIGIN AND ANALYSIS OF PRODUCTS OF GRAPE 

 

 

Certificate of origin n. _____________.         

Issuing country :_________________________ 

1. Exporter : 

2. Activity : 

3. Recipient : 

4. Means of transportation : 5. Place of unloading : 

Product : 

Name Brand 
Batch n./ harvest 

year 
Number of boxes Number of bottles / vol. Total volume 

      
The abovementioned establishment, producer or bottler of wine and products of grape and wine works in the 

country with the activities of production or bottling or both, of wine and products of grape and wine, and the 

products specified above meet the national standard of identity and national quality and are fit for domestic 

consumption. 

 

Official agency name : 

Official agency address : 

Date and place : 

      ___________________________________________ 

Signature and stamp of the representative in charge 
 

Certificate of Analysis n.______________, for the above mentioned product. 

Analytical parameters Unit Result 

Color    

Limpidity    

Density at 20°C    

°Brix    

Turbidity    

Sediment     

Arsenic    

Lead    

Cadmium    

Tin    

Coliform bacilli    

Volatile acidity in acetic acid   

 

Laboratory name : 

Laboratory address : 

Date and place : 

___________________________________________ 

Signature and stamp of the representative in charge 

 

 



（別記様式３） 

輸出される食品等に関する確認書 

年  月  日 

御中 

住所 

名称 印 

 海外向けに輸出される食品等に関する証明書の申請にあたり、下記の事項が事実と相

違ないことを確認しました。 

記 

（以下の事項のうち必要な項目について、以下のとおり記述する。） 

１．商品名：

確認項目 確認事項 

１ 数量、重量、包装形態 

２ 生産・加

工施設 

名称 

都道府県・国名 

所在地 

３ 原料 名称 

産地 

使用割合 

４ 生産・加工年月日 

５ 製造ロット番号 

６ 流通ル

ート 

製品 

原料 

以上 



（別記様式４）

番　　　　　　　　　号　　

平成○年○月○日　　

　  　○○農政局長　殿

○○地域センターの長　　　　　

　輸出される食品等に関する証明書発行事務規程第６条第１項に基づき、平成○年○月分の証明書の発行状況を下記のとおり報告する。

担当者 輸出先国 B/L・AWB・ HSコード 数量、重量 船便名・

申請日 会社名 所在地 役職 氏名 氏　名 電話番号 E-mail ・地域 証明区分インボイス番号 商品名 等 包装形態 出発地 到着地 出港日 航空便名 名称 所在地

日本語

1 英語

日本語

2 英語

日本語

3 英語

具体的 生産・加工 製造ロット 検出 検体 検査 報告書

名称 所在地 な商品 名称 都道府県 所在地 名称 産地 使用割合 年月日 番号 賞味期限 検査結果 限界等 採取日 検査日 機関名 番号 製品 原料

注）記入欄が不足する場合は、追加して記入すること。

輸出される食品等に関する証明書発行状況報告書

輸出業者

輸入業者 生産・加工施設 原料 流通ルート

記



（別記様式５）

番　　　　　　　　　号　　

平成○年○月○日　　

（農林水産省）食料産業局長　殿

○○農政局長、北海道農政事務所長　　　　

又は内閣府沖縄総合事務局長　　　　

　輸出される食品等に関する証明書発行事務規程第６条第２項に基づき、平成○年○月分の管内における証明書の発行状況を下記のとおり報告する。

担当者 輸出先国 B/L・AWB・ HSコード 数量、重量 船便名・

申請日 会社名 所在地 役職 氏名 氏　名 電話番号 E-mail ・地域 証明区分インボイス番号 商品名 等 包装形態 出発地 到着地 出港日 航空便名 名称 所在地

日本語

1 英語

日本語

2 英語

○○地域 日本語

3 センター 英語

具体的 生産・加工 製造ロット 検出 検体 検査 報告書

名称 所在地 な商品 名称 都道府県 所在地 名称 産地 使用割合 年月日 番号 賞味期限 検査結果 限界等 採取日 検査日 機関名 番号 製品 原料

注１）内閣府沖縄総合事務局長からの報告書については、（　　）内を記入すること。

注２）記入欄が不足する場合は、追加して記入すること。

記

輸出業者

輸出される食品等に関する証明書発行状況報告書

輸入業者 生産・加工施設 原料 流通ルート

○○農政
局

○○農政
局



(別紙１) 

ブラジル向けに輸出される食品等に関する放射性物質の最大許容値 

  （Bq/kg） 

放射性物質 食  品 

ヨウ素 131 100 



（別紙２） 

確認書 

 平成  年  月  日 

○○農政局長 

北海道農政事務所長 

内閣府沖縄総合事務局農林水産部長 殿 

○○地域センター長 

 申請者 所在地 

   会社名 

   代表者 

平成  年  月  日に、輸出品（商品名）から、放射性物質検査のため、

○○○○○（検査機関名を記載）の指示に従い、○○Ｋｇ（○個）抽出して、

平成  年  月  日○○○○○に送付したことに相違ありません。 
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