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通関・物量の関係上、ハンブルク等西欧の港を経由し、ポーランドには直輸入、チェコと
ハンガリーにはオーストリアやドイツ等隣国インポーター経由での輸入が一般的。

日本から東欧への食品輸送ルートの現況 ～サマリ

チェコ

ハンガリー

ポーランド

物流ルート 仕向け先国

ハンブルク港（ドイツ）

グダニスク港/グディニャ港(ポーランド)

ウラジオストク港（ロシア）

ワルシャワ・ショパン空港(ポーランド)

ロッテルダム港（オランダ）

ドイツ等隣国の空港

船

飛行機

船

飛行機

船

飛行機

鉄道

トラック

トラック

利用:多 利用:少 利用：稀

ハンブルク港（ドイツ）

直輸入

ロッテルダム港（オランダ）

ハンブルク港(ドイツ)/
ロッテルダム港(オランダ)

コペル港（スロベニア）

ドイツ等隣国の空港

トラック 隣国インポーター

直輸入

直輸入

トラック 直輸入

トラック 隣国インポーター

トラック 隣国インポーター

トラック 隣国インポーター

鉄道 直輸入
※現在ほぼ利用されていない

トラック 隣国インポーター

日
本
（
成
田
・
横
浜
・
神
戸
等
）

※チェコ、ハンガリーは日本からの直行便がない
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COVID-19の影響により、船便・航空便ともに値上がりし、船便は鉄道利用時と同価
格になってきている。また、減便の影響で手配も難しい状況。

東欧（ポーランド）への食品輸送におけるCOVID-19の影響

現地事業者のコメント輸送日数・コストの変化

船・
トラック

飛行機
・トラック

船・鉄道

輸
送
日
数

輸
送
コ
ス
ト

船・
トラック

飛行機
・トラック

船・鉄道

コロナ前 コロナ禍

• 40~50日

(ハンブルク港経由)

• 7~14日

• -

• 60日以上

(ハンブルク港経由)

• 30日

• 30日

• 80万円

(リーファーコンテナ)

• -

• -

• 240万円

(リーファーコンテナ)

• 150万円

(リーファーコンテナ)

• -
外食店オーナー

• コロナ以降、格安のSAL便（荷物の空き
スペースを利用した配送）が無くなった

• 最近は、定時運行で時間が読みやすく、
飛行機に比べ安価なシベリア鉄道が良い
という話を聞いている

酒類インポーター

• パンデミック後は便も確保しづらい

• シベリア鉄道は、船・トラック利用時の1.5-
2倍程度。現在は船便の値上がりに伴い、
鉄道との価格差はほぼ無い

インポーター・卸
調達担当マネジャー

• コロナ前は輸送日数の遅れはなく概ね定
時運行だったが、コロナ禍では遅れも多い

• ハンブルグでの通関は通常7日以内に完
了するが、例外的に14日程度必要にな
ることもあった
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ポーランドには、検疫を担当する2つの組織があり、それぞれに書類を提出するだけでなく、
ラベルや有機認証の他、各種書類手続きにおいて細かな対応が必要とされる。

東欧への食品輸送における各国特有のルール・手続き ～ポーランド

出所：JETROワルシャワ事務所 地域・分析レポート(2020年3月11日)、事業者インタビュー

ルール・手続き

通関
• 原産地証明等の一部の書類においては、現地語に訳した書類の提出を求められる場合がある

• 日・EU EPAの活用にあたっては原産地証明などが必要で、日本のサプライヤーから材料の原産性を裏付ける資料を入
手する必要がある

検疫

• 検疫を担当する2つの組織（GIHARS・SANEPID）があり、それぞれに書類を提出する必要がある

➢ GIHARS：ラベルや有機認証を管理。食品の品質管理を行っており、輸入した食品からサンプルを取ることが認
められている

➢ SANEPID：官民を問わず食品の安全性を保障する組織

• すべての商品にポーランド語でのラベル貼付が必要。原産国名、生産者名、商品名等が適切に記載されているか確認
をされる

• 有機認証を取得した食品のラベリングは、ポーランド語、少なくとも英語に翻訳された証明書も添付する。認証にはすべ
ての材料名の記載が必要となり、場合によっては介したサプライヤーすべての記載も必要となる

➢ 茶の場合、ポーランド当局から農薬を中心とする検査を要求される。産地（日本）で認証取得のための検査
結果が出ているにも関わらず、ポーランドで再度農薬等の検査が求められることがある

• 有機認証の他、グルテンフリー認証・各種エコラベルの製品も証明書が求められる

• 検疫証明書・HACCP認定施設で製造された証明は、サプライヤーにサインをもらう必要がある。混合食品についても一
部ルールが異なるが、証明書が求められる

販売・
店頭陳列

• ポーランドへの日本の酒類の輸出には、登録番号のシールが必要

• 一部大手小売店は、工場で生産されている製品（米酢等）について、民間の食品安全規格であるBRC認証を求め
ることがある
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現地語対応した書類の提出・ラベリング、農薬の再検査等、近隣国よりも手続きにおけ
る厳格さ・煩雑さが顕著なため、ポーランドでの通関・検疫手続きに不慣れな事業者は、
日本産食品の通関・検疫手続き経験の多い近隣国を選ぶ傾向にある。

日本→ポーランド向け食品輸送における課題

出所：JETROワルシャワ事務所 地域・分析レポート(2020年3月11日)、事業者インタビュー

国際輸送

酒類
インポーター
CEO

輸送品質

• 船便のドライコンテナだと赤道を2回通過する際に温度帯が70度近くまで上がり、品質が著しく低下す
る。聞いた話では、茶の色が変わってしまい、抹茶も茶色く変色するとのこと。高価な商品を中心に扱っ
ている弊社では、ダメージが大きいドライコンテナでの海上輸送は避けるようにしている

酒類
インポーター
CEO

シベリア鉄道を利用した輸送

• コンテナの窃盗や通過するロシアでの通関の煩雑さが課題だと聞いている

高級ホテル
調達担当マネジャー

ブレグジットの影響

• ブレグジットの影響で物流の問題が長期化している。物流が滞り、日本産の調達に苦労している。

• 英国の事業者から茶を仕入れる際、関税や追加費用がかかり、届くまでに1ヶ月を要した。非常に大き
な問題であり、英国の事業者はヨーロッパ(大陸側)のどこかに倉庫を開くという解決策を提案しているが、
どう状況改善するかは今後見ていかなければならない

検疫 現地インポーター

検疫所での手続き

• 日本から輸入する際に必要な書類や手続きについて、ポーランドの検疫所にノウハウがなく、ポーランド
の検疫で問題が起こることが多い

• 生産者が発行する証明書は、スムーズな輸入の一助にはなるが、証明書があっても検疫が円滑に進む
とは限らず、時間を要することもある
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前項の続き。

日本→ポーランド向け食品輸送における課題

出所：JETROワルシャワ事務所 地域・分析レポート(2020年3月11日)、事業者インタビュー

検疫

茶類
インポーター・卸
共同経営者

検疫を担当する組織

• 検疫を担当する組織がドイツでは1つなのに対し、ポーランドには2つあり、その2つに書類を提出する必
要があるため2倍の対応となっており大変

➢ GIHARS：ラベルや有機認証を管理。食品の品質管理を行っており、輸入した食品からサン
プルを取ることが認められている。そのため少量の食品を輸入した場合、ほとんどが検査用サン
プルにまわされてしまう恐れがある

➢ SANEPID：官民を問わず食品の安全性を保障する組織。仮に日本で取得した認証や検
査結果があったとしても、ポーランド国内で追加の検査を要求することがある。保健所業務も
管轄しているため、COVID-19の感染者対応に忙しくなり、輸入食品の検査に通常より時間
がかかっている

茶類
インポーター・卸
共同経営者

通関・検疫時に特に求められるポイント

• 商品ラベルに原産国名・生産者名・商品名等が適切に記載されており、問題がないか

➢ 有機認証を取得した食品のラベリングには、パッケージに正しい証明が必要。また、ポーランド
語、少なくとも英語に翻訳された証明書も添付する。日本では一般的ではないが、ポーランド
では有機食品の認証にはすべての材料名の記載が必要となり、場合によっては介したサプライ
ヤーすべての記載も必要となる

➢ ラベリングのルールはいつでも共通なので、1回目に輸入したやり方を踏襲すればよい

• 検査結果に問題がないか

➢ 手間はかかるが、一度輸入することができたら、一定の期間（2-3ヶ月、1年等）は同じ商品
を同じサプライヤーから仕入れる場合、前回の検査結果を使いまわすことができる。新商品の
場合、また同じ商品であっても異なるサプライヤーから仕入れる場合は再検査が必要
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前項の続き。

日本→ポーランド向け食品輸送における課題

出所：JETROワルシャワ事務所 地域・分析レポート(2020年3月11日)、事業者インタビュー

茶類
インポーター・卸
共同経営者

検疫

オーガニック認証取得商品の再検査

• オーガニック認証取得の茶の場合、ポーランド当局から農薬を中心とする多くの検査を要求される。大
量の書類の提出を求められ、ストレスフルな輸入障壁になっている。また、時に追加検査のために日数
や余計な費用がかさむこともある。通関・検疫プロセスが途中で止まった場合、たいていの場合はいつま
で止まってしまうのかが企業側にわからない

• 産地（日本）で有機認証取得のための検査結果が出ているにも関わらず、ポーランドで再度農薬等
の検査が求められることがある。この場合は時間もお金も二重の負担になる

• 当社は何度もワルシャワでの通関を経験し、この官僚主義的な当局の対応を熟知したため、現在
ポーランドでの通関は当社にとってあまり問題ではないが、ポーランドへの輸入が初めてでやり方を知ら
ない場合は大変である

酒類
インポーター
CEO

検疫所での検査

• 多くの品目について検査が要求される可能性がある。検疫所の検査所では1種類数万円単位と検査
費用が高額であるため、検疫所ともミーティングを重ね、どういう検査が必要かを把握し、ポーランドの安
価な外部検査場で証明書を発行してもらおうと試みている

➢ 例えば日本では醤油や味噌について重金属の検査（1.5-2万円）が求められるが、ポーラン
ド国内の検査機関だと2-3千円程度で済む

• なお、検疫所の回答では、どの品目にどの検査が求められるかは、通関を通すタイミングにならないとわ
からないとのこと。そのため、安価な検査だけ先に検査をしようとしている
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前項の続き。

日本→ポーランド向け食品輸送における課題

出所：JETROワルシャワ事務所 地域・分析レポート(2020年3月11日)、事業者インタビュー

酒類
インポーター
CEO

賞味期限の設定

• ポーランドよりも日本産食品に需要があるドイツ国内ですら賞味期限内に販売しきることが難しいため、
多くのドイツ事業者は、日本で製造時に印字された賞味期限とは別に、輸入時に消費期限だけを設
定し、消費期限のみを検疫所に伝えて検疫を通していると聞いている

現地インポーター

原材料表の開示請求

• メーカーにとって企業秘密である原材料表などを求められるケースがあり、提出を拒否したことでポーラン
ドに輸入できなかった事例もある

検疫

通関

アジア系食品
インポーター・
卸・小売
調達担当マネジャー

通関手続きの厳格さ

• EU内の規制は同じだが、違いは当局とその管理レベルにある

• ポーランド（グダニスク等）で、東アジアからの食品の通関を通す場合非常に担当官が厳しい。材料、
ラベルなどを1つ1つ、ここまでするのかと思うほど厳格にチェックしてくる

酒類
インポーター
CEO

当局の応対品質

• ポーランド当局・政府機関等に英語でメールを送っても相手をしてもらえないことがほとんど

• 検疫所に対し、ポーランド語で当初輸出を予定していた70種類の商品をすべて挙げ、各商品でどんな
証明書が必要かをメールで問い合わせたが、対象とする商品が多すぎることを理由に無視されたこともあ
る。そのため1つ1つ電話をかけた、当局まで足を運んで打合せを重ねる必要があり、大変だった
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前項の続き。

日本→ポーランド向け食品輸送における課題

出所：JETROワルシャワ事務所 地域・分析レポート(2020年3月11日)、事業者インタビュー

通関

現地インポーター

EPA活用のための原産地証明入手

• 日・EU EPAの活用にあたっては原産地証明などが必要で、日本のサプライヤーから材料の原産性を裏
付ける資料を入手する必要がある

総合商社

現地語対応

• 現地語の輸入者ラベルや、製品の安全性を保障する関係省庁への書類、原産地証明等の現地語訳
版を求められたことがある

EU圏内・
国内輸送

元総合商社
社員

輸送コスト・輸送期間

• 東欧向け輸出は運賃が商品の2倍程度にまでかさむこともある。また、トランジットも多く輸送には時間
を要する。現地で流通している日本産品は非常に高価で、コンテナ1本にまとめて輸出しても、物流コス
トが高く、利益はさほど上がらない

和菓子カフェ
共同オーナー

輸送コスト

• ポーランド～日本の輸出入に関する規制が多いためか、日本産を輸入しているサプライヤーが少ない。
ほとんどの食品が近隣国を介して輸入されているためコストも手間もかかる

ヴィーガン寿司店
エグゼクティブシェフ

輸送コスト

• ハイエンド商品の価格を何とかして下げていくための取り組みが必要。一度に大量にまとめて配送すること
で輸送コストを下げる等の取り組みをしてもらえるとよい
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前項の続き。

日本→ポーランド向け食品輸送における課題

出所：JETROワルシャワ事務所 地域・分析レポート(2020年3月11日)、事業者インタビュー

EU圏内・
国内輸送

日本食レストラン
オーナー

輸送品質

• 手元に到着した時点で、荷物が潰れている・崩れていることが多々あるため、生産者・メーカーはパッキ
ングを注意したほうが良い。現地では荷物を投げることがよくある

• また、保存状態も悪く、冷凍の商品が放置されて解凍されてしまうこともある

おにぎりレストラン
共同創業者

輸送期間

• 輸送上の課題はあまりないが、たまに賞味期限切れの製品が納品されることがある

店頭陳列

現地インポーター

賞味期限不足

• 多くの現地スーパーでは陳列の際、6カ月以上の賞味期限を条件とする。日本製品の賞味期限は短く、
日本からの輸送、通関、陳列を経ると賞味期限が2～3カ月しか残らず、販売できないことも多かった

• 小売店・ケータリング向けの商品は、賞味期限の問題で、大量にストックできない

アジア系食品
インポーター・
卸・小売
調達担当マネジャー

取り扱う商品決定のポイント

• EUへの輸出を可能にするため、EU承認番号を持つ生産者の商品を取り扱う。様々な良い商品の提
案を受けたが、その多くはEU承認番号を保有していなかった


