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は じ め に 

 
本報告書は、農林水産省からの委託を受けて、日本の農林水産物や食品の輸出を促進

するため、当該品目の輸出に関心をもつ企業および関係団体などでの活用を念頭に置い

て、海外での食品輸入制度や各種手続き、販売上の留意点などに関する情報を収集し、

輸出ハンドブックとしてとりまとめたものである。 
 
本調査は欧州（英国、フランス、ドイツ）、米国、オーストラリアおよびアジア（韓国、

中国、香港、タイ、シンガポール、台湾）の計 11 カ国・地域を対象に行った。これらの国・

地域はすでに日本の農林水産物や食品の輸出先となっているか、あるいは今後重要な輸出

先として期待される市場である。本報告書が実践的な食品輸出ハンドブックとして読者の

皆様の業務に役立てば幸いである。 
 
なお、本報告書の情報はあくまでも調査時点のものであり、実際に食品の輸出や海外

での販売を行う際には、関係機関への照会または関連法令を参照するなど、最新情報を

ご確認いただきたい。 
 
 

2005 年 3 月 
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＜りんご＞ 
 
１ 品目の定義 

ここでは主に「生鮮りんご」を対象とする。 
HS コード：0808.10.00  生鮮りんご 

 

２ 手続き全体の流れ 

（１） フローチャート 

日本産の輸入が許可されているか否か

輸入申告 ＩＲＡ分析 却下

承認検　疫

輸入条件を満たしているか

YES ＮＯ

輸入許可 不許可

税関手続

　　　　　　　　　　　　　　　輸入食品検査プログラム（IFIP)
　　　　・食品表示の審査
　　　　・食品に対する視覚上の検査
　　　　・サンプルの分析

リスク食品

全ての積荷を検査

ランダム・
サーベランス食品

積荷の５％を検査

アクティブ・
サーベランス食品

積荷の10％を検査

合格 不合格

改善措置

再検査 積戻・廃棄

国内流通 食品以外の用途

再検査
は通常1
回のみ
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（２）留意点   
フローチャート上の各手続きには根拠となる法律があり、それぞれの法律の内容を

あらかじめ理解しておくことは重要である。輸出以前にオーストラリアの輸入申請書

（Import Permits）を入手しておくと、手続きに取り掛かるまでの時間の節約にな

る。オーストラリア検疫検査局（以下「AQIS」という）の輸入条件検索システム ICON
（www.aqis.gov.au/icon）で輸出を希望する品目の輸入条件を確認することができる。 

ただし、AQIS は、どの植物がどのような条件で許可、不許可とするなどの査定の

ための条件を規定したリストは作成しておらず、申請の食品の検査と査定はケース・

バイ･ケースで決定されるため、ICON で得られる情報はあくまでも目安にすぎないこ

とから、AQIS にあらかじめ個別に確認することが望ましい。 
手続きのうち、税関と AQIS が関わるプロセスは連邦法に基づく連邦政府の管轄と

なるが、国内における州から州への植物の移動の管理（植物衛生管理）は州法による

規制となる。現在のところ、州法により果実・野菜のその州への移入を制限している

のは西オーストラリア州で、多くの果実・野菜の同州への移動、つまり販売は困難で

ある。その他、食品全般の含有物、表示、衛生基準も州法での規制となるので、輸出

した食品が消費されるそれぞれの州の食品法を把握する必要がある。 
輸入する生鮮果実・野菜は、病害虫の侵入がオーストラリアの果実・野菜産業に与

える経済的、環境上の影響を査定する輸入リスク分析（Import Risk Analysis：IRA）

の対象となる。IRA の最終結果が出るまでには、通常、長時間を要する。なお、ICON
で、該当の品目がすべての国（All Countries）から輸入許可とされている場合には、

過去に既に輸入が長期間でなされてきていることを意味し、この品目については IRA
分析の必要はない。 

 
３ 輸入・販売上の規制 

（１）輸入の規制および手続き 
りんごを含む生鮮果実の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と

「輸入食品管理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づくりんごの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。 
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現在、IRA 分析を実施している日本産果実に、静岡県産の温州みかんがある。そ

れ以外にも、ニュージーランド産りんご、米国フロリダ州や南アフリカ各産の柑橘

類、フィリピン産バナナ、チリ産ぶどうなどの審査が行われている。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除されることに

なっている。現在、日本から輸入が認められている生鮮果実のうち、ふじりんご、

二十世紀なしなどは「2 国間プロトコール」で輸入条件が定められている。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
ふじりんごの場合、日本が最初の申請を提出したのは 1989 年 6 月で、査定の最

終報告が出て、輸入許可となったのは 2000 年 4 月であるので、全プロセスには 11
年の期日を要している。 
 
イ 検疫手続 

IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。日本のふじりんご、二十世紀

なしなどについて、農林水産省を対象とした事前検査が採用されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に
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商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 
ウ 日本産りんごの扱い 

89 年 6 月、日本の農林水産省が生産農家を代表して申請し、IRA 分析が開始さ

れた。まずは、懸念される病害虫 28 種が判定され、それの駆除方法について話し

合いが行われた。当初、日本のりんご産地のすべてが対象となっていたが、後に農

林水産省が青森県産のみに限定した。97 年に一般、関係者の意見聴取が行われた。

それ以降に AQIS の検査官が日本へ出向き、農林水産省の立会いのもとで実地検査

が実施され、2000 年 4 月 12 日、青森県産のフジが輸入可能となった。出荷は横浜

港からなされる。現在のところ、日本以外の国からのりんごの輸入は許可されてお

らず、日本のふじは、オーストラリアへのりんごの輸入許可第 1 号となった。 
 

＜日本産りんごの輸入条件の概要＞ 

① 登録および情報の提出 

オーストラリア輸出向けふじりんごは、農林水産省に登録された輸出果樹園か

ら調達され、かつ、指定輸出地域内の農林水産省に登録された輸出梱包施設にて

梱包されなければならない。農林水産省は、青森県内のすべての輸出果樹園およ

び輸出梱包施設を登録しなければならない。 

 

② 害虫管理プログラムおよび一般調査 

農林水産省は、検疫害虫の対策として、輸出果樹園が十分な畑地衛生化および

防除対策の対象となることを確認しなければならない。これら防除は、輸出果樹

園において実質的に、オーストラリアにとっての検疫上の要注意害虫が存在しな

い、または発生率が低い旨、規制上の保証をもたらすものでなければならない。

取引が開始される前に、害虫防除プログラムの詳細が BA（バイオセキュリテ

ィー・オーストラリア）に提出されなければならない。 

 

③ 果樹園検査 

農林水産省は、すべての登録輸出果樹園および隣接する非輸出果樹園にて、開

花時期に、西洋なしの細菌性枝枯病(Erwinia amylovora)または近縁種の検査、

ならびに要注意害虫の発生率の監視を行わなければならない。農林水産省はまた、

すべての輸出果樹園および隣接する非輸出果樹園にて、赤星病(Gymnosporangium 

yamadae)の症状の有無について検査されることを確認しなければならない。 

指定輸出地域は定期的な検査により、褐色菌核病(Monilinia fructigena)が存

在しない旨、証明されなければならず、こうした証明が毎年必要となる。指定輸

出地域内のどの登録輸出果樹園で褐色菌核病が見つかっても、その輸出地域内の
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果樹園で獲れた果実は輸入が許可されない。 

 

④ 果実の袋がけおよび貯蔵 

果実は、病害や節足動物にさらされる危険を最小限に抑えるため、袋がけされ

なければならない。袋は、果実が小さく、検疫害虫の発生率が低い時期に、果実

に二重に被せられなければならない。 

 

⑤ 収穫前検査および病害の潜在感染テスト 
畑地防除対策が効果的であったことは、農林水産省と AQIS の担当官による収

穫前の共同検査により確認される。病虫害の兆候の有無について、指定樹木から

の果実の無作為サンプルが入念に検査される。AQIS 担当官はまた、梱包施設の

清潔度がしかるべき水準に達していることを確認し、かつ、検査およびサンプル

抽出施設が申し分のないものであることを点検する。 
 

⑥ 駆除 

Carposina sasakii, Adoxophyes orana fasciata, Tetranychus kanzawai お

よび T. viennensis の防除には、低温処理および臭化メチルくん蒸を併用しなけ

ればならない。低温処理はくん蒸に先立って行われる。上記で定められた輸出条

件を満たす果実は、低温処理施設に搬入される。ふじりんごのオーストラリア向

け輸出シーズン中、国内市場向け果実、および輸出条件を満たさない果実は、低

温処理施設に搬入されない。果実は最低 40 日間、1℃以下で低温処理される。所

要の低温処理の完了とともに、果実は、害虫の再感染防止のため保護体制の下、

隣接する梱包施設に搬入され、選別後、段ボール箱に梱包される。梱包場所は採

光が良好でなければならない。各段ボール箱は、登録輸出果樹園番号で番号付け

され、これによって識別可能とされる。 

AQIS 検査官は、熟した傷のない果実のみが輸出向けに選別されることを確認

する。選り除けられた果実は各日の終了時に、梱包施設から撤去される。必要な

場合、畑地防除対策の有効性についての一般的確認の一環として、選り除けられ

た果実のサンプルが、AQIS 検査官により目視検査される。AQIS 検査官は、内

部侵食害虫の有無について、選り除けられた果実から無作為に選んだものを検査

する。 

すべての梱包および封印済み段ボール箱は、果樹園登録番号、梱包日および梱

包施設番号を示すラベルが付けられ、「For Australia」と表示されなければなら

ない。輸出果実は、くん蒸処理のため、別個の施設に搬入されることがある。他

の害虫に侵されることを防ぐため、果実は運搬中、しっかりと覆いがされなけれ

ばならない。 
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果実は、積載率 40％以下で、輸出用段ボール箱に入れたまま、10°C 以上 15°C 
未満、48 g/m3(または 15°C 以上、38g/m3)の濃度で 2 時間、臭化メチルくん蒸さ

れる。果実はくん蒸後、合意によるサンプル抽出計画に基づき、農林水産省と

AQIS との検査官による共同目視検査のため、サンプル抽出され、AQIS 検査官

が果実の合否を決定する。AQIS 検査官は、検査および駆除処理手順の結果、果

実にオーストラリアにとっての検疫上要注意とされる生きた節足動物や病害、葉、

枝、土が存在しないことを確認する。 

 

⑦ 収穫直前検査（プレクリアランス） 

各指定果樹園からのくん蒸処理は、検査ロットごとに行われる。1 検査ロット

につき 600 単位が、AQIS と農林水産省により共同で検査される。検出されたす

べての生きた検疫害虫に対して措置が取られ、農林水産省の技術専門家が検出さ

れたすべての生きた害虫を種レベルにまで特定し、かつ、この情報は検査報告書

への記載のため、正式に AQIS 検査官に提出される。輸出は、特定が完了するま

で許可されない。検疫上の要注意害虫に侵されたり感染したりしていることが分

かった果実は、不合格とされ、隔離され、かつ輸出が承認されない。あるロット

が不合格とされた場合、そのロット内のすべての果実が不合格となる。なお、日

本側は、AQIS 検査官のプレクリアランスのための訪日費用を負担する。 

 

⑧ 植物検疫証明書 

果実のサンプル抽出および検査の完了とともに、AQIS と農林水産省は、植物

検疫証明書原本を作成する。直ちに出荷が行われない場合、AQIS 検査官は、果

実の冷蔵施設内への荷積みを監督し、そのために使用される冷蔵室を封印する。

AQIS 検査官がオーストラリアに戻る一方、出荷が待たれる合格農産物の保護体

制の確保について農林水産省が責任を負う。シーズンに 1 回のみの出荷が行われ

る場合は、植物検疫証明書原本が唯一発行される植物検疫証明書となる。 

 

⑨ オーストラリア国内での貨物の確認 

オーストラリアの到着港では、AQIS が該当する証明書およびシールを検査す

る。証明書が準拠していない、またはコンテナに取り付けられたシールが少しで

も破損しているときは、AQIS は、検疫上の要注意害虫の有無についてりんご果

実を検査する権利を留保する。この検査の結果次第では、AQIS はフジりんご果

実の日本への返送、再輸出または廃棄を命じることがある。 

 

エ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
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Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
①  リスク食品：すべての積荷を検査 
②  アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 
③  ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 
 果実については、原則ランダム・サーベランス食品として分類され、OP／OC（有

機塩素系殺虫剤／有機燐酸殺虫剤）のサンプルテストが一般的であるが、実際の輸

出に当たっては、AQIS に事前に確認することが望ましい。 
 

（２） 所轄官公庁 
＜検疫＞ 
農漁林業省 オーストラリア検疫検査局 

（Australian Quarantine Inspection Service：AQIS） 
Tel：61-2-6272-3933 Fax：61-2-6272-5697 
www.aqis.gov.au 

        
バイオセキュリティー・オーストラリア（Biosecurity Australia：BA） 
植物班（Plant Biosecurity）               Tel：61-2-6272-5094 

                Fax：61-2-6272-3307 
       
＜輸入食品検査＞ 
農漁林業省  オーストラリア検疫検査局   

（Australian Quarantine Inspection Service：AQIS） 
輸入食品部（Imported Food Contacts） 
Tel：61-2-6272-5515 Fax：61-2-6272-5697 
www.aqis.gov.au  
Email：foodimp@aqis.gov.au 

        
保健・高齢者ケア省  食品基準オーストラリア・ニュージーランド 

（Food Standards Australia and NZ：FSANZ） 
           Tel：61-2-6271-2222 Fax：61-2-6271-2278 

www.foodstandards.gov.au       
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＜GAP について＞ 

オーストラリアでは、公的な制度としての認識はされていない。しかし、オースト

ラリアは欧州へ多くの果実の輸出をしているために、英国を含む欧州の小売業の自主

基準である同基準への加入を検討している果実業者が少なからずいる。業界団体であ

る「ホーティカルチャー・オーストラリア（HAL）」は、加入を決定するのはあくま

でも業者の一存としている。 
 

（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
ア フレッシュケア（FRESHCARE） 

フレッシュケアは、生産者レベルでの食品の安全性を確保するため、HACCP に

基づいて、卸売・小売業界からの要望により開発されたプログラムである。果実・

野菜の生産農家の場合、①なんらかの食品加工をして販売する、②農産物を直販す

る以外は登録義務が生じないものの、多くの小売業者等は一定の品質保証を得てい

ない商品は取り扱わないことから、実質上、生産者はこのような認証を獲得する必

要がある。 
青果物の生産者団体等を出資者とする「フレッシュケア社」が、プログラムの開

発および生産者への指導等を実施し、認証は第三者機関が代行する。なお、欧州へ

輸出している生産者等には、GAP の要件も追加して指導を行っている。 
 

Freshcare Ltd 
PO Box 247, Sydney Markets NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 
Fax：61-2-9764-2776  
Email：freshcare@freshmarkets.com.au 
www.freshcare.com.au 
 
イ ウールワース販売品質管理基準 

（Woolworths Vendor Quality Management Standard：WVQMS） 

オーストラリアの 2 大スーパーマーケットチェーンの一つであるウールワース社

（食料品売上額の 4 割弱のシェア）の食品品質管理基準である。果実・野菜の生産

者にとっては、極めて重要な基準である。この基準には、ウールワースに販売する

国内の供給者対象のものと海外供給者対象のものがある。海外供給者対象の基準に

は、輸入業者、代理業者の食品の積荷、保管、流通に関する遵守事項がある。その

他、検疫検査、食品安全基準、残留農薬、表示など、輸入に必要なすべての要件を

満たしていることが条件にされている。他のスーパーマーケットも同基準を参考に

している。 
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４ 表示方法 
（１）義務表示 
義務表示は食品基準コード（Food Standards Code）に規定されている。表示基準

は、ラベルから消費者が十分な判断ができるように、不当表示やまぎらわしい表示が

なく、科学的根拠に基づいた製品内容を表示することを目的としている。表示すべき

主な内容は、①商品名、②販売者・製造者・包装者または輸入業者の氏名および住所、

③材料および成分、④健康に対する注意、⑤有効期限などであるが、商品によってそ

の内容は異なっている。 
生鮮果実・野菜の場合、表示の義務がない「非表示食品（unlabelled foods）」の分

類に入れられており、原産国表示を含め、個々の果実・野菜への表示の義務はない。

ただし、現在、消費者協会や、国内市場で輸入果実との競合が生じている柑橘類生産

者協会などが中心となって、全輸入果実に対して個々の果実に原産国表示を義務づけ

ようとする動きが出てきている。 
 

（２）業界自主表示 
業界全体としての取組みではないが、卸売業者によっては、個々の商品に業者名を

記載したラベルを添付している場合がある。 
 

５ 税制度 
（１）関税 

りんごの関税率 
生鮮りんご  0808.10.00  無税 
乾燥りんご  0813.30.00  5％ 

 
（２） 消費税 
卸売り、小売りにそれぞれ賦課されてきた卸売り税と小売り税が廃止され、2000 年

7 月 1 日よりすべての物品販売、サービス供与に賦課される物品･サービス税（Goods 
Service Tax：GST、日本の消費税に相当）が導入された。税率は一律 10％。当初は、

例外なく包括的に全分野が対象となるとされていたが、法案通過の最後の土壇場で「基

本的な食品」だけは免除されることになった。果実（生鮮）は「基本的な食品」の分

類に入り、GST は賦課されない。 
 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１） 国内マーケット事情 

オーストラリアの果実の需給については、総生産額の 25％を輸出し、5％に当たる
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額を輸入している。国内で生産される 41 種類の果実のうち、りんごは、オレンジ、バ

ナナに次いで生産額で第 3 位である。2000/01 年度（以下、年度は 7～6 月）のりんご

の生産量は 30 万 3,000 トン、輸出は 3 万 7,000 トン、国内消費量は 26 万 6,000 トン

（うち加工向け 13 万 1,000 トン）である。輸入については、近年は生鮮の輸入実績は

なく、わずかに米国等からの加工品のみである。生産量の約 1 割を輸出し、残りの 9
割が国内で消費され、輸入は加工品がわずかという需給構造になっている。 

1 人当たりの国内消費量は、16kg と全果実の中で第 2 位に位置している。品種別の

生産量は、「レッド・デリシャス」が全体の約 3 割を占め、次いで、アップル・パイ、

りんごソースなど主に加工用に向けられる「グラニー・スミス」、そして、新品種の「ピ

ンク・レディー」と続いている。国内で栽培されている品種は 20 種あり、栽培地域も

南北に広範囲に広がっていることから、端境期がなく、年間を通じて供給が可能であ

る。 
1990 年代後半に西オーストラリア州で開発された品種「ピンク・レディー」は、あっ

さりとした洗練された味で、海外、特に英国市場で好調である。しかし、近年は人気

の高いのに乗じて、供給過剰となったため、国内価格は販売当初の 7 豪ドル台/kg か

ら、現在では他品種りんごと同じ価格 3~4 豪ドル/kg に下落している（1 豪ドル約 80
円）。また、タスマニア州産のふじは日本に輸出されており、2000/01 年度は 944 トン

であった。 
 

（２） 流通経路   
果実には多様な流通経路があるが、それらは卸売市場を経由する場合と生産者が直

接需要者に販売する場合の二つに大別でき、後者による取引が拡大傾向にある。特に、

スーパーマーケットチェーンは、青果物の 7 割以上を生産者や生産者団体から直接契

約で仕入れている。これらの取引価格は独自に決定されるが、主要卸売市場の価格が

参考にされている。 
小売りは、スーパーマーケット、果実専門店、産地直売、フルーツスタンドが代表

的な形態である。近年は、スーパーマーケットの販売力が強まるとともに、専門店で

もチェーン化がすすみ、スーパーマーケットの果実売り場と同程度かそれよりも大規

模な果実専門店も出現している。フルーツスタンドというのは大都市のビジネス中心

街にある小規模の果実販売店である。もともと、戦後の軍人救済のために始まったも

ので、ライセンス制で各自の屋台の所有地が決まっている。経営規模と果実の種類に

は限界があるが、昼間人口が集中する場所での営業なので、商品の回転が早く、比較

的割安かつ新鮮である。 
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図 生鮮果実の流通経路 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）新規参入時の留意点 
オーストラリアの消費市場においては、その果実がこれまで国内で販売されていな

い場合、市場に浸透するまでは輸入業者および卸売業者がその果実の管理を責任もっ

て一括して担当する場合が多い。輸出希望者は、販売地、販売形態などを輸入業者と

十分に話し合っておくことが重要である。オーストラリアでは、居住地によって住民

の所得水準の相違が日本よりも明確である。スーパーマーケットチェーンにおいても

立地によって、同じ商品でも価格に違いがある。顧客層のターゲットの設定と販売地

の選択が重要である。 
鳥取県からの二十世紀なしが初めてオーストラリアに輸入された 1989 年には、メ

ルボルンの卸売市場をベースとするオーストラリアの卸売業者が販促全般に責任を

持った。当時、大型で高品質の日本産なしは、高級店のみで販売するという特別ルー

トで扱われ、オーストラリア市場では珍しいなしの販促には他商品との差をつけるた

めの陳列の方法、陳列の量で雰囲気を出すように工夫をし、一定の顧客を獲得すると

ともに、「Nashi」の認知に貢献した（ただし、その後安価な国産のなしが市場に出回

るにしたがって、徐々にシェアを奪われ、現在、日本産なしのシェアは非常に小さい）。 
オーストラリアには果実を特別の贈答品に扱うという日本のような習慣がない。ま

た、フルーツパーラーなど珍しい果実の専門店もない。昔はデパートの一角に設置さ

れた珍しい果実の小売りコーナーがあったが、現在は姿を消した。果実を贈答品とし

て扱う習慣はないが、誕生日、クリスマス、パーティーへの招待の機会は多く、その

際には、ワインなどを持参する習慣がある。工夫次第では果実の贈答品としての利用

可能性はある。 
なお、ニュージーランド産のキウイフルーツや米国産のオレンジなどは、コンサル

生産者

仲買人
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小売店
（スーパーマーケット、青果専門店、屋台等）

輸出業者

輸入業者

加工業者

産地直売

（卸売市場）

小売店
（スーパーマーケット、果実専門店、屋台等） 



 12

ティング会社を活用した販売促進キャンペーンの実施や、スーパー･マーケットチェー

ンとの直売ルートの開拓などにより、成果をあげている。 
 
７ サンプル輸入の規制状況等   
商業用の輸入とは別に、展示会出展や製品の説明用などのサンプル輸入は許可され

る。これらサンプル用として輸入する食品には数量の制限がある。 
・液体食品の場合は、20 リットルまで 
・液体以外の食品の場合は、20kg まで 

これを上回った場合は、上記の商業用と同様の輸入手続が必要となる。 
   
８ 関連企業・団体概要リスト 
（１） 輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Global Fruit Supply  
Stand C260, SYDNEY MARKET  
Tel：61-2-9746-5586  Fax：61-2-9746-5586 
Email：joesorbara@ihug.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 
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（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースとな

る卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）にそ

れぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園芸

公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活動

の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなってい

る。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
 
Apple and Pear Australia Ltd（APAL） 

りんごとなしの生産者団体。りんごとなしは生産地がほぼ同じ地域となるため歴

史的に合同の協会を結成してきた。 
Tel：61-3-9329-3511  Fax：61-3-9329-3522 
www.apal.org.au 
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＜なし＞ 
 
１ 品目の定義 

ここでは主に「生鮮なし」を対象とする。 
HS コード： 0808.20.00 生鮮なし（マルメロを含む）  

 

２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 

 
３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

なしを含む生鮮果実の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act 1908）」と「輸

入食品管理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づくなしの輸入条件と規制 
りんご（前述）と同様。Ｐ2 参照。 

 
イ 検疫手続 
りんご（前述）と同様。Ｐ3 参照。 
 

ウ 日本産なしの扱い 
鳥取県産の二十世紀なし（学名：Pyrus pyrifolia）は、両政府間の 2 国間プロト

コールに基づく輸入条件のもとで 1989 年より輸入可能となった。積荷は神戸港で

行われる。 
なお、1998 年 12 月には中国の山東省産の ya pear（赤みがかったややいびつな

丸型のなし、学名は二十世紀なしと同じ）が、さらに、99 年 3 月には韓国産なし

の輸入が認めらた。 
   

＜日本産なしの輸入条件の概要＞   
① 農林水産省の証明  

鳥取県に褐色菌核病（Monilinia fructigena）および腐敗病が存在しない旨、

県の調査に基づく日本の農林水産省の証明が必要である。果樹園の検査後、黒

点病の発生率が 0.5％の基準値を超えた場合、これら果樹園は輸出プログラムか

ら除外される。未登録果樹園や一般家庭の果樹を含め、場所を問わず鳥取県内

で褐色菌核病が検出された場合、農林水産省は直ちに BA に報告しなければな

らない。   
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② 輸出地域内の果樹園等の登録 
輸出向けに登録された各果樹園は、農林水産省により番号付けがなされ、か

つ、その場所が特定されるものとする。この情報は、農林水産省により AQIS
検査官に提出される。輸出果樹園内に褐色菌核病、黒点病または腐敗病をもた

らす異常気象が発生した場合、農林水産省は直ちに BA に通知しなければなら

ない。農林水産省による果樹園散布プログラムおよび果樹園検査の詳細は、

AQIS 検査官に提出される。 
 
③ AQIS による事前検査 

登録手配、果樹園内の衛生および害虫防除、果実の袋がけのほか、検疫上の

要注意病虫害の有無を確認するため、AQIS の検査官により、輸出果樹園の代表

サンプルの収穫直前検査が行われる。収穫に先立ち、衛生、検査およびサンプ

ル抽出施設の状態のほか、未認可果樹園で獲れた果実の有無について AQIS 検

査官による梱包施設の検査、また、農林水産省の検査官と共同での梱包施設内

の果実検査を実施する。 
輸出向け果実の各ロットの合否については、AQIS 検査官により決定される。

抜き取り検査は、以下のサンプル抽出計画に基づき、梱包済み果実、もしくは

果実が段ボール箱に詰められる直前に梱包施設ラインの間近で行われる。 
サンプルは、輸出検査のために提出された果実の各検査ロットからの合計600

個(黒点病の症状が存在する場合、AQIS 検査官の自由裁量により、さらに合計

最高 920 個の果実)からなる。果実が不合格とされた栽培者は、本協定の下、以

後そのシーズン中、輸出用に一切果実を提出することは許可されないが、すべ

ての輸出条件が満たされた場合には次のシーズンの輸出が許可される。   
 
④ 梱包 
果実の各箱は、果樹園番号、梱包施設番号、ロット識別文字とともに、「For 

Australia」と押印または表示され、かつ、段ボール箱の底部とふたの間を 1 枚

のシールで封印し識別されるものとする。段ボール箱は、出荷用コンテナに荷

積みされるまでの間、別個の冷蔵室内に保護体制の下で貯蔵され、他のすべて

のなしから隔離されなければならない。   
 
⑤ 植物検疫証明書 

当該シーズンの果実サンプル抽出および検査の完了とともに、農林水産省に

より 1 通の植物検疫証明書原本が発行され、かつ AQIS 検査官により署名がな

され、日付が記入される。「MASTER PHYTOSANITARY CERTIFICATE(植
物検疫証明書原本)」という言葉が上部に横書きでタイプされ、かつ、ロット記



 16

号および 1 ロット当たりの段ボール箱数が添付書類に含まれる。以降の出荷ご

とに、農林水産省は該当するロット記号および 1 ロット当たりの段ボール箱数

が記された植物検疫証明書を新たに発行し、上記の植物検疫証明書原本の写し

を添付するものとする。 
 

エ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
りんご（前述）と同様。Ｐ6 参照。 

 
（２）所轄官公庁 

りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 
 
（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
  りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
 
４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
５ 税制度 
（１）関税 

なしの関税率 
生鮮なし   0808.20.00  無税 

 
（２） 消費税 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 
オーストラリアでは、西洋なしの消費の歴史は長いものの、「なし」の歴史は浅い。

オーストラリアでの栽培は、ビクトリア州で 83 年に開始された。品種は二十世紀、幸

水、豊水などで、89 年までには約 33 万本の植樹された。89 年には、初めて 1,600 ト

ンの生産が記録されたが、同年、日本から「鳥取産二十世紀なし」56 トンがオースト

ラリアに初めて輸入された。 
販売当初、消費者になじみの薄い「なし」は、形と大きさがりんごに似ていたこと

から「ナンシー・アップル」と呼ばれていた。大型で、色も鮮やかな日本産なしと小

さく、色も冴えない国産なしは、店頭で対照的であった。現在では、国産の「なし」

は形状では見劣りがするものの、味は向上している。オーストラリア国内での「なし」
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の生産量は、99 年には約 5,400 トンまで増加してきたが、2000 年は 3,000 トンに減

少した。生産地は、ビクトリア州ゴールバン・バレー地区が生産の中心で、全生産量

の 80％を生産するほか、ニューサウスウエールズ州のヤング地区、西オーストラリア

州のパース近郊でも生産されている。栽培されている品種の 90％は二十世紀で、残り

は豊水、幸水、新水である。「なし」の生産農家は全国に 65 戸、栽培面積の総計は 500ha、
植栽樹数 30 万本である。 

国内で生産される「なし」の 80％は生食用、残りはジュースとして利用されている。

また、現在、「なし」を原料としたスナック菓子や朝食用のシリアルの新製品開発が行

われている。これは、表皮などに傷があり生食用として販売できない「なし」（収穫量

全体の 10～15％）を利用して収益を向上させる方法として、ある企業が取り組んでい

るものである。同プロジェクトには、生産農家の団体であるオーストラリアなし生産

協会とビクトリア州政府が資金の援助を行っている。 
オーストラリアは「なし」の輸出も開始したが、全輸出量 259 トン（99 年）のうち

244 トン（90％）はシンガポール向けである。残りは香港、マレーシア、南太平洋諸

国である。 
輸入では、前述したように日本産に続いて、中国産、韓国産も許可されている。99

年の輸入量は、中国産 1,204 トン、日本産 71 トン、韓国産 15 トンで、中国産が全輸

入量の 97％を占めている。2000 年には、中国産は 2,600 トンに輸入量を伸ばしたが、

日本産は 28 トン、韓国産は 12 トンと減少している。 
1 人当たりのなしの消費量は、年間 3.3kg と、西洋なしの約半分である。収穫期は 2

月から 9 月の 8 カ月間で、端境期となる 10 月以降、中国、日本および韓国産が輸入

される。 
 

（２）流通経路 
りんご（前述）と同様。Ｐ10 参照。 

 
（３）新規参入時の留意点 

りんご（前述）と同様。Ｐ11 参照。 

 
７ サンプル輸入の規制状況等  

りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 
 
８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 



 18

Tel：61-2-9764-3833  Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280  Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833  Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280  Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Global Fruit Supply  
Stand C260, SYDNEY MARKET  
Tel：61-2-9746-5586  Fax：61-2-9746-5586 
Email：joesorbara@ihug.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 
 
Cremona Bros Pty Ltd 
Stand B117-120, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3866  Fax：61-2-9764-4329 
Email：cremonas@ay.com.au 
日本産の二十世紀なしも輸入している。 
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（２）卸売業者 
The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 

果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 

 
Australian Nashi Growers’ Association（ANGA） 
 なしの生産者団体。 
Tel：61-3-5825-3700 Fax：61-3-5825-5029 



 20

＜みかん＞ 
 
１ 品目の定義 

ここでは主に「生鮮みかん」を対象とする。 
HS コード：0805.20.00 みかん（乾燥、温州みかん以外も含む。） 

 

２ 手続き全体の流れ 
（１） フローチャート 

りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 
 
（２）留意点 

りんご（前述）と同様。Ｐ2 参照。 
            

３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

みかんを含む生鮮果実の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸

入食品管理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 
 

ア 検疫法に基づくみかんの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。 
現在、IRA 分析を実施している日本産果実に、静岡県産の温州みかんがある。そ

れ以外にも、ニュージーランド産りんご、米国フロリダ州や南アフリカ各産の柑橘

類、フィリピン産バナナ、チリ産ぶどうなどの審査が行われている。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。現在、

日本から輸入が認められている生鮮果実のうち、ふじりんご、二十世紀なしなどは

「2 国間プロトコール」で輸入条件が定められている。 
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IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
ふじりんごの場合、日本が最初の申請を提出したのは 1989 年 6 月で、査定の最

終報告が出て、輸入許可となったのは 2000 年 4 月であるので、全プロセスには 11
年の期日を要している。 

なお、オーストラリアは、米国（アリゾナ、カリフォルニアおよびテキサス州）、

ニュージーランドおよびスペインからのみかん（マンダリン）の輸入を認めている。 
 
イ 検疫手続 
りんご（前述）と同様。Ｐ3 参照。 

 
ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 

りんご（前述）と同様。Ｐ6 参照。 
 
（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 
（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
 りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
 
４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
５ 税制度 
（１）関税 

みかん類の関税率 
生鮮みかん   0805.20.00  無税 

 
（２）消費税 
りんご（前述）と同様。Ｐ10 参照。 
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６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 
みかん（マンダリン）の生産量は、柑橘類全体の 13％を占める（オレンジ 81％、

レモン 4％、グレープフルーツ 2％）。国内で生産される 41 種類の果実のうち、みか

ん生産量は、バナナ、オレンジ、りんご、ぶどう、いちごに次いで生産額で 6 番目に

ランクされるが、その消費の歴史は比較的浅い。10 年程度前に栽培され始めたのは種

の多い、小型のエレンディル種であったが、その後種のない中型のインペリアル、ハ

ニー・マコット種が出回り始め、オレンジと比較して食べやすく、児童がランチボッ

クスにそのまま入れて簡単に持ち運びできることなどで人気を集め、消費が拡大した。 
2000/01 年度のみかんの生産量は 11 万 9,000 トン、輸出は 2 万 6,000 トン、国内で

の消費量は 9 万 3,000 トンとなった。10 年前と比較すると、輸出量は 10 年前と変わ

らず 2 万トン台で推移しているが、生産量、国内消費量がともに 2.5 倍も増加してい

る。オレンジの産地はマレー川流域とマランビッジかんがい地域にあるサンレイシア、

リベリナ、リバーランドの 3 地域であるが、みかんの生産はこの 3 地域内でなく、ク

イーンズランド州セントラル・バーネット地域に集中している。みかんの総生産量の

約 70％が同地域で生産される。 
みかんの 1 人当たり年間消費量は、オレンジの消費量 9.3kg の約半分に当たる 4.7kg。

オレンジは網のバックに 4～5kg 入りで売られている上、みかんが皮をむいてそのま

まで消費されるのに対して、ジュース用とされることが多いため、一般的にオレンジ

の消費量の方が多くなる。 
みかんの収穫時期は 4 月の秋から 10 月の春先までの 7 カ月、これはネーブルオレ

ンジの収穫時期と重複する。みかんとネーブルが端境期となると、これを埋めるよう

にバレンシアオレンジの収穫時期となる。 
貿易動向については、米国、ニュージーランドおよびスペインから輸入され、輸入

量は 2001 年で 470 トンとなっており、その約 9 割が米国産である。輸出では、オー

ストラリアにおけるオレンジの輸出量は果実の中でトップであるが、みかんの輸出量

は第 4 位である。輸出相手国は、インドネシアが最大顧客、その他は香港、シンガポー

ル、米国などで、これらの国への輸出は安定している。 
 

（２）流通経路 
りんご（前述）と同様。Ｐ10 参照。 

 
（３）新規参入時の留意点 
りんご（前述）と同様。Ｐ11 参照。 
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７ サンプル輸入の規制状況等  
りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 
８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Global Fruit Supply  
Stand C260, SYDNEY MARKET  
Tel：61-2-9746-5586  Fax：61-2-9746-5586 
Email：joesorbara@ihug.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
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T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 
 

（２）卸売業者 
The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
 
Australian Citrus Growers Ltd（ACG） 
全国の柑橘生産者組織等から構成される団体。生産農家を代表して、政府（連邦・

州）に政策提言を行うとともに、生産者からの徴収金を基に、国内と海外市場の市

場開拓を行っている。 
51 Deakin  Avenue, MILDURA Victoria 3502 
Tel：61-3-5023-6333   
www.austcitrus.org.au  
Email：acgi@bigpond.com 

    
 



 25

＜柿＞ 

 

１ 品目の定義 

ここでは主に「生鮮柿」を対象とする。 

HS コード：0810.90.00  生鮮柿 

 

２ 手続き全体の流れ 

 りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 

 

３ 輸入の規制および手続き 
柿を含む生鮮果実の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸

入食品管理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づく柿の輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。 
現在、IRA 分析を実施している日本産果実に、静岡県産の温州みかんがある。そ

れ以外にも、ニュージーランド産りんご、米国フロリダ州や南アフリカ各産の柑橘

類、フィリピン産バナナ、チリ産ぶどうなどの審査が行われている。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。現在、

日本から輸入が認められている生鮮果実のうち、ふじりんご、二十世紀なしなどは

「2 国間プロトコール」で輸入条件が定められている。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、
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最低でも 2 カ年は必要である。 
柿の場合、日本が輸入解禁の申請を行ったのは 1988 年で、2004 年 6 月に輸入

が解禁され、そのプロセスには 16 年も要した。 
 
イ 検疫手続 
りんご（前述）と同様。Ｐ3 参照。 
 

ウ 日本産柿の扱い 
日本産柿の輸入解禁申請は、韓国、イスラエルと同時期に提出された。BA（バ

イオセキュリティー・オーストラリア）は 2002 年に関係者から意見聴取を行った

後に IRA に着手し、2003 年、申請 3 カ国の柿に付着する病害虫 26 種は、既に検

査済みの既存輸入国のものと大きな違いがないとの結論に達し、果樹園と梱包場の

登録、噴霧処理の方法などのいくつかの遵守義務を条件として、同 3 カ国からの柿

の輸入を許可した。なお、オーストラリアは、既にニュージーランドおよび米国（カ

リフォルニア、アリゾナおよびテキサス州）からの輸入を解禁している。 
 

  ＜日本産柿の輸入条件の概要＞ 
① 輸出用柿の生果実の生産園地の指定 
② （日本の）農林水産省による園地検査の実施 
③ 農林水産省による選果場およびくん蒸施設の登録 
④ カキノヘタムシガに対する無発生園地の確立または臭化メチルくん蒸（果実温

度 15℃以上、48g/m3 の濃度で 2 時間 
⑤ 農林水産省が発行する植物検疫証明書の添付 
（参考）検疫対象病害虫 
 カキノヘタムシガ、コナカイガラムシ、ハダニ類、アザミウマ類、灰星病、か

き黒星病など 
なお、日本柿の輸入条件は、二十世紀なし、ふじりんごなど他の輸入が許可され

ている日本果実とは異なり、農林水産省に登録がなされた果樹園、梱包･処理施設

で生産・処理がなされたものであれば、産地が限定されない。 

 
エ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
りんご（前述）と同様。Ｐ6 参照。 

 
（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 
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（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
 りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
 
４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 

５ 税制度 

（１）関税 

柿の関税率  

生鮮柿 0810.90.00  無税   

 

（２）消費税 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

６ 国内流通・取引慣行等 

（１）国内マーケット事情 

オーストラリアにおける商業用の柿の栽培の歴史は浅く、栽培が開始されたのは

1982 年、品種には日本から入手した甘柿の富有が選ばれた。10 年後の 93 年には植栽

樹は約 10万本を超えるまでに増加し、2003年には生産量は 1,900トンに至っている。

栽培されている品種は、現在も富有が全体の 75％を占めている。その他、いずれも甘

柿の伊豆、次郎、駿河の各日本原産種の他にゲイリー（Gailey）種などである。 
オーストラリアでは柿は別に珍しい果実ではなく、農家の裏庭では普通に生育して

いたが、そのほとんどが渋柿であったため、柿を知る消費者には柿は渋いというイメー

ジが強く植え付けられている。このことから、商業栽培は、もっぱら甘柿種とし、オー

ストラリア人の消費を促しているが、現時点では、柿の消費者はアジア系住民に偏っ

ており、定期的に柿の消費をしているのは全消費者の 10％程度と推定されている。 
柿の栽培地は、クイーンズランド州からニューサウスウエールズ州北部、シドニー

近郊、南オーストラリア州、西オーストラリア州と広がっている。2003 年現在、柿栽

培に従事している農家戸数は 250 戸、1 戸当たり 1,000 本の植栽樹、平均収量は 10～
35 トン/ha である。オーストラリアが抱えている柿生産の課題としては、色にオレン

ジ色の深みがでない、サイズが大きくならない、傷が生じるなどが挙げられ、現在、

市場に出荷でできる割合は全収穫量の 60％程度にとどまっている。 
オーストラリアは、既に米国とニュージーランドから柿を輸入している。2003 年に

は日本、韓国、イスラエルからも柿の輸入が許可されたため、将来、これら 5 カ国か

らの柿が市場に出回る可能性がある。国内産の収穫期は 2 月末から 6 月末までの 4 カ

月間で、国内産の競争が最も激しくなるのは 4 月末である。それが一段落する 5 月末
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から 8 月までの間には同じ南半球のニュージーランド産が入荷してくる。 
 

（２）流通経路 

りんご（前述）と同様。Ｐ10 参照。 

    

（３）新規参入時の留意点 
りんご（前述）と同様。Ｐ11 参照。 

 
７ サンプル輸出の規制状況等 

りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 
８ 関連企業・団体概要 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Global Fruit Supply  
Stand C260, SYDNEY MARKET  
Tel：61-2-9746-5586  Fax：61-2-9746-5586 
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Email：joesorbara@ihug.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 
 
Cremona Bros Pty Ltd 
Stand B117-120, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3866  Fax：61-2-9764-4329 
Email：cremonas@ay.com.au 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture AustraliLtd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
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Persimmon Industry Association Inc 
柿の生産者団体。 

Betty Lloyd P.O. Box 15 
Lyrup, SA 5343 
Tel/Fax： 61-8- 8583-8201 
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＜ぶどう＞ 
 
１ 品目の定義 
ここでは主に「生鮮ぶどう」を対象とする。 

HS コード：0806.10.00  生鮮ぶどう 
            

２ 手続き全体の流れ 

 りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 
 

３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

ぶどうを含む生鮮果実の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸

入食品管理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 
ア 検疫法に基づくぶどうの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。 
現在、IRA 分析を実施している日本産果実に、静岡県産の温州みかんがある。そ

れ以外にも、ニュージーランド産りんご、米国フロリダ州や南アフリカ各産の柑橘

類、フィリピン産バナナ、チリ産ぶどうなどの審査が行われている。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。現在、

日本から輸入が認められている生鮮果実のうち、ふじりんご、二十世紀なしなどは

「2 国間プロトコール」で輸入条件が定められている。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見
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聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
 オーストラリアは、イスラエル、ニュージーランド、スペインおよび米国（カリ

フォルニア、テキサスおよびアリゾナ州産のみ）からのぶどうの輸入が認めている

が、日本産は認められていない。また、チリが輸入解禁申請を 1998 年 12 月に提

出し、現在 IRA 分析を受けている。 
 
イ 検疫手続 
りんご（前述）と同様。Ｐ3 参照。 

 
ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 

りんご（前述）と同様。Ｐ6 参照。 

 

（２）所轄官公庁 

りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 

（３）業界・量販店独自の基準および手続き 

りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 

 

４ 表示方法 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

５ 税制度 

（１）関税 

ぶどうの関税率  

生鮮ぶどう  0806.10.00   5％ 

  

（２）消費税 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

６ 国内流通・取引慣行等 

（１）国内マーケット事情 

オーストラリアでは、生食用のぶどうはテーブル・グレープ（Table Grape）と呼

ばれ、ワインや干しぶどうの原料に使用されるぶどうと区別される。それらを含めた

ぶどう全体の総生産量は約 150 万トン、このうち、生食用は 7 万 5,000 トンと、5％
を占めるにすぎない。しかし、その生産額は、果実全体でみれば、バナナ、オレンジ、
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りんごに次いで 4 位、輸出額はオレンジに次ぐ重要な果実である。生食用ぶどうは、

13 種の品種が栽培されているが、そのうち、人気の高いのはフレーム、メニンディ、

トムプソン、レッド・グローブなどである。 

生産地はタスマニア州を除く各州であるが、65％はビクトリア州、14％がニューサ

ウスウエールズ州でこの 2 州で 80％を超える。ワイン用ぶどうの生産で 46％を占め

る南オーストラリア州の生食用ぶどうの生産量は、全体のわずか 3％にすぎない。国

内の収穫期は 12 月から 5 月までの半年で、端境期には米国、ニュージーランド産等が

年間 1 万トン程度輸入されている。 

 

（２）流通経路 

りんご（前述）と同様。Ｐ10 参照。 

    

（３）新規参入時の留意点 
りんご（前述）と同様。Ｐ11 参照。 

 
７ サンプル輸出の規制状況等 

りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 

８ 関連企業・団体概要 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
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Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Global Fruit Supply  
Stand C260, SYDNEY MARKET  
Tel：61-2-9746-5586  Fax：61-2-9746-5586 
Email：joesorbara@ihug.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 
 
Cremona Bros Pty Ltd 
Stand B117-120, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3866  Fax：61-2-9764-4329 
Email：cremonas@ay.com.au 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園
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芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
 

Australian Table Grape Association (ATGA) 
生食用ぶどうの生産者団体。 

Tel：61-3-9210-9410  Fax：61-3-9210-9411 
Email:atga@whkirkness.com.au 
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＜いちご＞ 
 
１ 品目の定義 

ここでは「生鮮いちご」を対象とする。 

HS コード： 0810.10.00  生鮮いちご 
            

２ 手続き全体の流れ 

  りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 
 

３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

いちごを含む生鮮果実の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸

入食品管理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 
ア 検疫法に基づくいちごの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。 
現在、IRA 分析を実施している日本産果実に、静岡県産の温州みかんがある。そ

れ以外にも、ニュージーランド産りんご、米国フロリダ州や南アフリカ各産の柑橘

類、フィリピン産バナナ、チリ産ぶどうなどの審査が行われている。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。現在、

日本から輸入が認められている生鮮果実のうち、ふじりんご、二十世紀なしなどは

「2 国間プロトコール」で輸入条件が定められている。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見
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聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。ふじりんごの場合、日本が最初の申請を提出したの

は 1989 年 6 月で、査定の最終報告が出て、輸入許可となったのは 2000 年 4 月で

あるので、全プロセスには 11 年の期日を要している。 
 オーストラリアは、ニュージーランドおよび米国からのみ生鮮いちごの輸入を認

めている。なお、冷凍いちごについては、米国やニュージーランドのほか、日本、

アルゼンチン、ベルギー、中国、ドイツ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、

ポーランド、南アフリカからの輸入が許可されている。日本からの輸入が許可され

ている冷凍いちごは、製造業者の発行する証明書（果実は洗浄されていること、茎、

葉が取り除かれていること、梱包容器は新品であること、輸出以前に 7 日間マイナ

ス 18℃で保管されたことなどを記載）および検疫検査手続き書の添付が輸入条件

である。 
 
イ 検疫手続 

IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。日本のふじりんご、二十世紀

なしなどについて、農林水産省を対象とした事前検査が採用されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
なお、米国およびニュージーランド産の生鮮いちごについては、事後検査が採用

されている。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
りんご（前述）と同様。Ｐ6 参照。 
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（２）所轄官公庁 

りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 

（３）業界・量販店独自の基準および手続き 

りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 

 

４ 表示方法 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

５ 税制度 

（１）関税 

いちごの関税率  

生鮮いちご  0810.10.00   無税  

 

（２）消費税 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

６ 国内流通・取引慣行等 

（１）国内マーケット事情 

栽培されている品種は、1990 年頃まではティオガ、レッドゴーントゥレッチ、パジ

ャロの 3 種が主流であったが、その後、セルバ、チャンドラー、パーカーの 3 種が米

国から輸入され、主流になっている。オーストラリアのいちごは固く、風味が乏しい

ことなどから、消費者の間では評判はあまりよくない。最近は供給側も改良品種に精

力的に取り組んでいるものの、日本産にはまだ及ばない。いちごの年間生産量は 2 万

5,000 トンである。いちごは全州で栽培されているが、クイーンズランド州とビクト

リア州が最大の産地で、2 州で全体の 3 分の 2 強を生産している。生産地が全国に広

がっていることから、通年で国産の供給が可能である。タスマニア州には、2000 年よ

り日系企業がいちご（とよのか種）の栽培および近隣農家への技術指導を含む委託栽

培を行っている。ほとんどが日本向けで、米国産の供給が途絶える年末中心に供給し

ている。 

 

（２）流通経路 

りんご（前述）と同様。Ｐ10 参照。 

    

（３）新規参入時の留意点 
りんご（前述）と同様。Ｐ11 参照。 
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７ サンプル輸出の規制状況等 

りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 

８ 関連企業・団体概要 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Global Fruit Supply  
Stand C260, SYDNEY MARKET  
Tel：61-2-9746-5586  Fax：61-2-9746-5586 
Email：joesorbara@ihug.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
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T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 
 
Cremona Bros Pty Ltd 
Stand B117-120, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3866  Fax：61-2-9764-4329 
Email：cremonas@ay.com.au 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
 
Victorian Strawberry Industry Development Committee 
ビクトリア州生産者団体。 

Tel：61-3-9207-5562 
Fax：61-3-9207-5576 
www.vicstrawberry.com.au 
Email：cthomson@vicstrawberry.com.au 
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＜すいか＞ 
 
１ 品目の定義 

ここでは「生鮮すいか」を対象とする。 

HS コード：0807.11.00   生鮮すいか 

            

２ 手続き全体の流れ 

  りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 
 

３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

すいかを含む生鮮果実の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸

入食品管理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 
ア 検疫法に基づくすいかの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。 
現在、IRA 分析を実施している日本産果実に、静岡県産の温州みかんがある。そ

れ以外にも、ニュージーランド産りんご、米国フロリダ州や南アフリカ各産の柑橘

類、フィリピン産バナナ、チリ産ぶどうなどの審査が行われている。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。現在、

日本から輸入が認められている生鮮果実のうち、ふじりんご、二十世紀なしなどは

「2 国間プロトコール」で輸入条件が定められている。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見
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聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。ふじりんごの場合、日本が最初の申請を提出したの

は 1989 年 6 月で、査定の最終報告が出て、輸入許可となったのは 2000 年 4 月で

あるので、全プロセスには 11 年の期日を要している。 
オーストラリアは、欧州諸国（29 カ国）、グアム、ソロモン諸島、ニュージーラ

ンド、米国（ハワイを除く）からの生鮮すいかの輸入を許可しているが、日本産は

認められていない。なお、冷凍すいかは、ニュージーランド産のみ認められている。 

 
イ 検疫手続 

IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。日本のふじりんご、二十世紀

なしなどについて、農林水産省を対象とした事前検査が採用されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
なお、米国およびニュージーランド産の生鮮すいかについては、事後検査が採用

されている。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
  

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
りんご（前述）と同様。Ｐ6 参照。 

 

（２）所轄官公庁 

りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 
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（３）業界・量販店独自の基準および手続き 

りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 

 

４ 表示方法 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

５ 税制度 

（１）関税 

すいかの関税率  

生鮮すいか  0807.11.00   無税  

 

（２）消費税 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

６ 国内流通・取引慣行等 

（１）国内マーケット事情 

 市場流通しているすいかは、果皮は緑に縞模様、赤い果肉で楕円形が主流である（日

本にあるような丸球型、小玉、果肉黄色の品種はほとんどない）。大型なので 4 分の 1
カットなどの切売りで販売されるのが一般的である。初冬に当たる 5 月を除き、ほぼ

年間を通じて出荷されている。すいかの生産量は約 8 万 5,000 トンである。主産地は

メロンのそれとほぼ重なるが、すいかの方が地域での集中度が大きく、生産量が 2 万

トンを超えるのはクイーンズランド州と西オーストラリアの 2 州で、同 2 州で全生産

量の 86％を生産する。 

主な品種は、ヘルキューズ、ミラージ、トマホーク、レッド・タイガー、ハニー・

ハートなどである。種の少ない品種の人気が高い。1 人当たり年間消費量は 6.3kg で

あるが、特に、アジア系住民に人気が高い。 

 

（２）流通経路 

りんご（前述）と同様。Ｐ10 参照。 

    

（３）新規参入時の留意点 
りんご（前述）と同様。Ｐ11 参照。 

 
７ サンプル輸出の規制状況等 

りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 
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８ 関連企業・団体概要 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Global Fruit Supply  
Stand C260, SYDNEY MARKET  
Tel：61-2-9746-5586  Fax：61-2-9746-5586 
Email：joesorbara@ihug.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 
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Cremona Bros Pty Ltd 
Stand B117-120, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3866  Fax：61-2-9764-4329 
Email：cremonas@ay.com.au 
 

（２）卸売業者 
The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
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＜メロン＞ 
 
１ 品目の定義 

ここでは「生鮮メロン」を対象とする。 

HS コード：0807.19.00 生鮮メロン 

            

２ 手続き全体の流れ 

  りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 
 

３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

メロンを含む生鮮果実の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸

入食品管理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 
ア 検疫法に基づくメロンの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。 
現在、IRA 分析を実施している日本産果実に、静岡県産の温州みかんがある。そ

れ以外にも、ニュージーランド産りんご、米国フロリダ州や南アフリカ各産の柑橘

類、フィリピン産バナナ、チリ産ぶどうなどの審査が行われている。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。現在、

日本から輸入が認められている生鮮果実のうち、ふじりんご、二十世紀なしなどは

「2 国間プロトコール」で輸入条件が定められている。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見
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聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。ふじりんごの場合、日本が最初の申請を提出したの

は 1989 年 6 月で、査定の最終報告が出て、輸入許可となったのは 2000 年 4 月で

あるので、全プロセスには 11 年の期日を要している。 
オーストラリアは、欧州諸国（29 カ国）、ニュージーランド、米国（ハワイを除

く）から生鮮ロックメロンの輸入を認めている。以前は南太平洋諸国からの輸入も

許可されていたが、検疫に必要な情報が不足していること理由に現在は輸入禁止で

ある。冷凍メロンについては、ニュージーランド産の輸入が許可されている。 
 
イ 検疫手続 

IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。日本のふじりんご、二十世紀

なしなどについて、農林水産省を対象とした事前検査が採用されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
なお、米国およびニュージーランド産の生鮮メロンについては、事後検査が採用

されている。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
  

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
りんご（前述）と同様。Ｐ6 参照。 

 

（２）所轄官公庁 

りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 
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（３）業界・量販店独自の基準および手続き 

りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 

 

４ 表示方法 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

５ 税制度 

（１）関税 

メロンの関税率  

生鮮メロン 0807.19.00  無税  

 

（２）消費税 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

６ 国内流通・取引慣行等 

（１）国内マーケット事情 

 オーストラリアで流通しているメロンは、果皮は薄緑、粗い網目、果肉はオレンジ

色のロックメロンが主流であり、直径が 15～24cm にも及ぶ楕円形の大型のものであ

る。淡緑色で白い果肉のハネデューメロンも、ロックメロンに次いで需要が大きい。

味が淡白なため、生食用としてよりもむしろ、生ハムメロンなどイタリア料理などの

前菜としての需要が大きい。日本で贈答用として利用されるマスクメロンも少量で生

産されているが、店頭で見かけることはほとんどない。1 人当たり年間消費量は、5.1kg
でぶどうとほぼ同じ量である。ロックメロンの生産量はすいかとほぼ同様の8万7,000
トン、ハネデューメロンは 6,000 トンである。生産地域については、クイーンズラン

ド州が約 5 万トンと、全国の生産量の 6 割弱を占めている。主な品種は、ロックメロ

ンがカンタループ種（エルドラド、マリブ、ミッション、ダブルーンなど）、ハネデュー

がモーニングデュー、コージャック、カサブランカ各種などである。以前は、露地栽

培が一般的であったが、温室栽培が普及し、通年流通するようになった。 

 

（２）流通経路 

りんご（前述）と同様。Ｐ10 参照。 

    

（３）新規参入時の留意点 
りんご（前述）と同様。Ｐ11 参照。 
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７ サンプル輸出の規制状況等 

りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 

８ 関連企業・団体概要 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Global Fruit Supply  
Stand C260, SYDNEY MARKET  
Tel：61-2-9746-5586  Fax：61-2-9746-5586 
Email：joesorbara@ihug.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
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T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 
 
Cremona Bros Pty Ltd 
Stand B117-120, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3866  Fax：61-2-9764-4329 
Email：cremonas@ay.com.au 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
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＜さくらんぼ＞ 
 
１ 品目の定義 
ここでは主に「生鮮および一時的な保存処理をしたさくらんぼ」を対象とする。 

HS コード：0809.20.00 生鮮さくらんぼ 

          0812.10.00 一時的な保存処理をしたさくらんぼ     

 

２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 
 

３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 
さくらんぼを含む生鮮果実の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act 1908）」と「輸

入食品管理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 
ア 検疫法に基づくさくらんぼの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。 
現在、IRA 分析を実施している日本産果実に、静岡県産の温州みかんがある。そ

れ以外にも、ニュージーランド産りんご、米国フロリダ州や南アフリカ各産の柑橘

類、フィリピン産バナナ、チリ産ぶどうなどの審査が行われている。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。現在、

日本から輸入が認められている生鮮果実のうち、ふじりんご、二十世紀なしなどは

「2 国間プロトコール」で輸入条件が定められている。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上
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の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。ふじりんごの場合、日本が最初の申請を提出したの

は 1989 年 6 月で、査定の最終報告が出て、輸入許可となったのは 2000 年 4 月で

あるので、全プロセスには 11 年の期日を要している。 
オーストラリアは、ニュージーランドと米国（事前に登録された 33 地域のみ）

から生鮮さくらんぼの輸入を解禁している。また、冷凍さくらんぼについては、ニ

ュージーランドと米国のほか、オランダ、ポーランドからも輸入が許可されている

が、一時保存されたものについては、いずれの国からの輸入も認められていない。 

 
イ 検疫手続 

IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。日本のふじりんご、二十世紀

なしなどについて、農林水産省を対象とした事前検査が採用されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
なお、米国およびニュージーランド産の生鮮さくらんぼについては、事後検査が

採用されている。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
りんご（前述）と同様。Ｐ6 参照。 

 

（３）所轄官公庁 

りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 
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（４）業界・量販店独自の基準および手続き 

りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 

 

４ 表示方法 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

５ 税制度 

（１）関税 

さくらんばの関税率  

生鮮さくらんぼ          0809.20.00   無税 

 一時的保存処理をしたさくらんぼ  0812.10.00   無税 

 

（２）消費税  

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

６ 国内流通・取引慣行等 

（１）国内マーケット事情 

オーストラリアでは、さくらんぼは高級果実の一つとみなされており、その出回り

時期は夏のクリスマス前後の短期間に限定される。卸売業界には、シドニー市場に出

荷されたその年の初せりにかけられたさくらんぼの売上金は、チャリティーに寄付さ

れるという慣習があり、このことはさくらんぼが市場関係者や消費者の注目を集める

特別の果実であることを示している。 

オーストラリアで生産されるさくらんぼの品種は、スイート種とサワー種であり、

11 月中旬から 1 月中旬までの 2 カ月間出荷されるスイート種は主に生食用として、サ

ワー種は缶詰等加工用として仕向けられる。スイート種は米国やカナダ原産が多く、

主流はラピン、ビング、ヴァン、サンバースト、スイートハートなどである。サイズ

が大きく、肉が割れていないものが市場での評価が高く、品種改良も重ねられている。 

生産量は 5,000～6,000 トン程度で、ニューサウスウエールズ州が生産量全体の

70％を占め、10％がビクトリア州で生産される。東南アジア向けにその 1 割程度が輸

出されている。産地の農家から中央青果市場およびホテル・レストランなどの消費先

までは、収穫後に水で冷却され、特別のパックに梱包して空輸でシドニー空港まで輸

送されることが一般的で、収穫から通常 26 時間以内に店頭に並ぶ。 

 

（２）流通経路 

りんご（前述）と同様。Ｐ10 参照。 

    



 54

（３）新規参入時の留意点 
りんご（前述）と同様。Ｐ11 参照。 

 
７ サンプル輸出の規制状況等 

りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 

８ 関連企業・団体概要 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Global Fruit Supply  
Stand C260, SYDNEY MARKET  
Tel：61-2-9746-5586  Fax：61-2-9746-5586 
Email：joesorbara@ihug.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
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T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 
 
Cremona Bros Pty Ltd 
Stand B117-120, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3866  Fax：61-2-9764-4329 
Email：cremonas@ay.com.au 

 

（２）卸売業者 
The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
 
Cherry Growers of Australia Inc（CGA） 

さくらんぼの生産者団体。 

6 Frederick Street Cavan, South Australia 5094 
Tel：61-8-8349-4556  Fax：61-8-8349-5316 
Email：aplbpear@ozemail.com.au 
www.cherries.com.au 
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＜キウイフルーツ＞ 
 
１ 品目の定義 
ここでは「生鮮キウイフルーツ」を対象とする。 

HS コード：0810.50.00 生鮮 キウイフルーツ 

 

２ 手続き全体の流れ 

 りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 
 

３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

キウイフルーツを含む生鮮果実の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  
1908）」と「輸入食品管理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 
ア 検疫法に基づくキウイフルーツの輸入条件と規制 

生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。 
現在、IRA 分析を実施している日本産果実に、静岡県産の温州みかんがある。そ

れ以外にも、ニュージーランド産りんご、米国フロリダ州や南アフリカ各産の柑橘

類、フィリピン産バナナ、チリ産ぶどうなどの審査が行われている。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。現在、

日本から輸入が認められている生鮮果実のうち、ふじりんご、二十世紀なしなどは

「2 国間プロトコール」で輸入条件が定められている。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見
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聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。ふじりんごの場合、日本が最初の申請を提出したの

は 1989 年 6 月で、査定の最終報告が出て、輸入許可となったのは 2000 年 4 月で

あるので、全プロセスには 11 年の期日を要している。 
オーストラリアは、生鮮キウイフルーツについて、フランス（旧植民地は除く）、

イタリア、ニュージーランド、米国、南アフリカおよび日本からの輸入を認めてい

る。 

 
イ 検疫手続 

IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。日本産のキウイフルーツについては事後検査を採用さ

れている。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 日本産キウイフルーツの輸入条件の概要 

① 生きた昆虫、病害症状、汚染要因物の種子、土、その他の残骸が貨物に含まれ         

ないこと 
② ヒメアカカツオブシムシが検出された場合、21℃・48 時間、臭化メチルくん蒸 

③ 日本の農林水産省が発行する植物検疫証明書の添付 

 

エ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
りんご（前述）と同様。Ｐ6 参照。 
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（３）所轄官公庁 

りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 

（４）業界・量販店独自の基準および手続き 

りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 

 

４ 表示方法 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

５ 税制度 

（１）関税 

キウイフルーツの関税率  

生鮮キウイフルーツ  0810.50.00  無税 

   

（２）消費税  

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

６ 国内流通・取引慣行等 

（１）国内マーケット事情 

オーストラリアは、その原産国であり世界最大の生産国であるニュージーランドと

隣接していることから、そこからの輸入が非常に多く、国内消費のほとんどがニュー

ジーランド産である。キウイフルーツの栽培には、初期投資が大きいこと、結実まで

に期間を要すること、水管理に配慮が必要なことなどから、オーストラリアの生産量

はそれほど大きくなく、2000 年では 4 万 4,000 トンである。そのうちの約 7 割程度

は、シンガポール、香港、マレーシア、台湾などに輸出用に仕向けられる一方で、ニ

ュージーランドから国内生産量の約 4 倍に当たる約 2 万トンが輸入されている。主要

産地はビクトリア州がその 8 割程度を占め、品種はヘイワード種を主力とし、ブルー

ノ、アボット、デクスター種からなる。国内産出回りは 4 月からピークをむかえるが、

ニュージーランド産は 5 月中旬まで流通量が少ないことから、この期間には国内産が

競争力を持つ。 

1 人当たりの年間消費量は 1.8kg、レモンやプラムなどと同程度である。オーストラ

リアでは、キウイフルーツは、オレンジ、すいか、バナナなどとミックスして、フルー

ツサラダとして食べられるのが一般的であるが、最近では、ジュースやワインにも利

用されている。 
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（２）流通経路 

りんご（前述）と同様。Ｐ10 参照。 

    

（３）新規参入時の留意点 
りんご（前述）と同様。Ｐ11 参照。 

 
７ サンプル輸出の規制状況等 

りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 

８ 関連企業・団体概要 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Pacific Fruit Brokers 
Building Q, Box 143, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-1280 Fax：61-2-9764-2130 
Email：pacfruit@pfb.com.au 
 
Global Fruit Supply  
Stand C260, SYDNEY MARKET  
Tel：61-2-9746-5586  Fax：61-2-9746-5586 
Email：joesorbara@ihug.com.au 
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Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 
 
Cremona Bros Pty Ltd 
Stand B117-120, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3866  Fax：61-2-9764-4329 
Email：cremonas@ay.com.au 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
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＜干し柿＞ 
 
１ 品目の定義 

ここでは主に「干し柿」を対象とする。 

HS コード：0813.40.00 干し柿 

（乾燥したアプリコット、なつめやし、りんごおよびミ

ックス果実以外のその他の乾燥果実を含む） 
 

２ 手続き全体の流れ 

輸入申告

検　疫

輸入条件を満たしているか

合格 不合格

税関手続

　　　　　　　　　　　　　　　輸入食品検査プログラム（IFIP)
　　　　・食品表示の審査
　　　　・食品に対する視覚上の検査
　　　　・サンプルの分析

リスク食品

全ての積荷を検査

ランダム・
サーベランス食品

積荷の５％を検査

アクティブ・
サーベランス食品

積荷の10％を検査

合格 不合格

改善措置

再検査 積戻・廃棄

国内流通 食品以外の用途

再検査
は通常1
回のみ
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３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

干し柿を含む乾燥果実の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸

入食品管理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 
ア 検疫法に基づく干し柿の輸入条件と規制 
食用の干し柿については、すべての国からの輸入が許可されている。乾燥果実・

野菜に係る検疫検査は、上陸後の検査である事後検査が適用される。積荷に土が付

着していないことや有害動植物が混在していないことなどが輸入の条件であるほ

か、いくつかの消毒作業を実施しなければならない。 

 
イ 検疫手続 
輸入に当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオースト

ラリアに到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望

する国・地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つ

の方法がある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、

ケースバイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間に

わたる場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリ

アの検査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場

合は、折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国

では政府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。干し柿を含む乾燥果実

については事後検査を採用されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
① リスク食品：すべての積荷を検査 
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② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 

③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 

 乾燥果実については、原則アクティブ・サーベランス食品として分類され、OP
／OC（有機塩素系殺虫剤／有機燐酸殺虫剤）、人工甘味料、鉛および二酸化硫黄等

の含有に関するサンプルテストが実施されるが、実際、輸出に当たっては、AQIS
に事前に確認することが望ましい。 

  

（３）所轄官公庁 

りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 

（４）業界・量販店独自の基準および手続き 

りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 

 

４ 表示方法 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

５ 税制度 

（１）関税 

干し柿の関税率   

干し柿  0813.40.00  5％  

 （乾燥したアプリコット、なつめやし、りんごおよびミックス果実以外のその他の

乾燥果実を含む）   

 

（２）消費税  

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

６ 国内流通・取引慣行等 

（１）国内マーケット事情 

オーストラリアで干し柿が販売されているのは、アジア系食品小売店のみに限られ、

消費者もアジア系住民に限定される。それらのアジア系食品店で販売される干し柿は

半ダース、パック入りである。在庫も少なく、商品が品切れとなることが多い。オー

ストラリアにおける生鮮柿の生産は拡大傾向にあるが、干し柿にするまでには達して

いない。国内で販売されている干し柿はほとんどが中国からの輸入品である。 

 

（２）流通経路 

 需要が限られており、輸入業者、小売店も限定されていることから、流通経路はシ
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ンプルな構造になっている。  

    

図 干し柿の流通経路 

 

 

（３）新規参入時の留意点 
一部のアジア系住民を除き、オーストラリア人にとってほとんどなじみのない商品

であることから、スーパーやデパートで試食会などを実施し、まずはその商品の特徴

や味、調理方法等について、理解してもらうことが重要である。また、パッケージに

もその特徴などを英語で標記することも必要である。 
 
７ サンプル輸出の規制状況等 

りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 

８ 関連企業・団体概要 
（１）輸入業者 

Oriental Merchant 
メルボルンをベースにするアジア食品輸入・卸売りの最大業者。供給先の小売店

数は 1,600 店舗。大手スーパーマーケットへもアジア食品を販売している。仕入れ

元は中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、日本、シンガポール、タイ、

パキスタンと幅広い。 

10 Westgate Drive LAVERTON NORTH VIC 3026 
Tel：61-3-9250-8133 Fax：61-3-9280-8100 
www.oriental.com.au 

 
（２）卸売業者 
（１）と同じ。 

 

卸売業者

小売店（アジア食品店）

輸出業者

輸入業者
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（３）関連団体 
 該当なし。 
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＜たまねぎ＞ 
 
１ 品目の定義 
ここでは主に「生鮮たまねぎ」を対象とする。 

HS コード：0703.10.00 生鮮たまねぎ  

 

２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ１参照。 

 
３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

生鮮野菜の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸入食品管

理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づくたまねぎの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。現在、IRA 分析を実施中の野菜には、フィジー産

のくず芋がある。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
オーストラリアは、オランダ、ニュージーランドおよび米国からの生鮮たまねぎ

の輸入を許可している。オランダはエイセル湖干拓地のみ、ニュージーランドは
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12 カ所、米国はカリフォルニア州の 47 カ所、アイダホおよびオレゴン州の計 8 カ

所が輸出許可地域として登録されている。冷凍たまねぎの輸入はニュージーランド、

ポーランド、スペインから許可している。 

輸入に当たっては、詳細情報を記載した植物衛生証明書の添付が必要。また、生

きた昆虫、病害虫症状、汚染要因となる種子、土等を輸出前に除去することが必要

である。AQIS の検疫中に害虫が見つかった場合、積荷に臭化メチル（MB）の噴

霧を、状況に応じて 3～24 時間行うなどの条件がある。 

 
イ 検疫手続 

IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 
ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
① リスク食品：すべての積荷を検査 
② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 
③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 
 たまねぎについては、原則ランダム・サーベランス食品として分類され、OP／
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OC（有機塩素系殺虫剤／有機燐酸殺虫剤）のサンプルテストが実施されるが、実

際、輸出に当たっては、AQIS に事前に確認することが望ましい。 
 
（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 
（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
 りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
 
４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
５ 税制度 
（１）関税 

生鮮たまねぎの関税率 
生鮮たまねぎ  0703.10.00  無税 

 
（２）消費税 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 
オーストラリアの本格的なたまねぎ生産は、1960 年以降に本格化した。他の野菜類

に比較してその歴史が浅いのは、入植の中心となった英国人が、たまねぎをあまり利

用しないからといわれている。その後、イタリア系やアジア系の住民がたまねぎの需

要を促し、国内栽培が盛んとなり、現在では欧州や日本への輸出も行っている。たま

ねぎの生産量は 24 万 7,000 トンで、輸出量は 2 万 4,000 トン、主要輸出先はドイツ、

英国、日本である。輸入は米国、ニュージーランド、オランダから行っており、輸入

量は 6,000 トンである（数字はいずれも 2000 年）。1 人当たりの年間消費量は 7.6kg
となっており、これは野菜で最も消費量の大きいじゃがいもの 3 分の 1 である。 

 
（２）流通経路 
野菜には多様な流通経路があるが、それらは卸売市場を経由する場合と生産者が直

接需要者に販売する場合の二つに大別でき、後者による取引が拡大傾向にある。特に、

スーパーマーケットチェーンは、青果物の 7 割以上を生産者や生産者団体から直接契

約で仕入れている。これらの取引価格は独自に決定されるが、主要卸売市場の価格が
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参考にされている。 
小売りは、スーパーマーケット、青果専門店、産地直売などが代表的な形態である。

近年は、スーパーマーケットの販売力が強まるとともに、専門店でもチェーン化がす

すみ、スーパーマーケットの野菜売り場と同程度かそれよりも大規模な青果専門店も

出現している。 
 
図 生鮮野菜の流通経路 

 
 
（３）新規参入時の留意点 

 オーストラリアの消費者においては、国産の野菜は「クリーン・グリーン」である

というイメージが浸透している。したがって、オーストラリア市場での輸入野菜、特

に生鮮野菜の販売においては、「クリーン・グリーン」に匹敵するイメージを構築する

ことが重要である。 

また、オーストラリアの野菜の流通市場では、供給者と需要者との間に供給ルート

が確立している。ここに新たに切り込むためには、品質や味覚などの面で強いセール

スポイントを持っていることが重要である。一方、卸・小売業者は、消費者に受ける

新商品に対する関心も強い。そのため、セールスポイントが消費者の求めているもの

であれば市場への切り込みは困難ではない。 

さらに、オーストラリアの市場は小さいものの、市場を構成している食文化が非常

に幅広い。アジア料理、インド料理、南欧料理、中近東料理、南米料理などがあり、

それぞれ異なる住民の舌が多数存在するということは、単一食文化と異なり、野菜の

消費の方法において幅広い可能性が広がっているといえる。 

 

生産者

仲買人

卸売業者

小売店
（スーパーマーケット、青果専門店等）

輸出業者

輸入業者

加工業者

産地直売

（卸売市場）
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７ サンプル輸入の規制状況等  
りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 
８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
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Australian Onion Industry Association（AOIA） 
 たまねぎの生産者団体 

Tel：61-8-8531-1577 
Fax：61-8-8532-1789 
Email：aoiainc@lm.net.au 
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＜にんにく＞ 

 
１ 品目の定義 
ここでは主に「生鮮にんにく」を対象とする。 

HS コード： 0703.20.00  生鮮にんにく  

 

２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 

 
３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

生鮮野菜の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸入食品管

理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づくにんにくの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。現在、IRA 分析を実施中の野菜には、フィジー産

のくず芋がある。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
オーストラリアは、にんにくについては生鮮、加工用ともにすべての国からの輸

入を許可している。輸入に当たっては、生鮮については臭化メチルくん蒸が義務付
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けられている。なお、加工にんにくについては、AQIS が認可した施設で加工され

たもののみ輸入ができる。 

 
イ 検疫手続 

IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
① リスク食品：すべての積荷を検査 
② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 
③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 
 にんにくについては、原則ランダム・サーベランス食品として分類され、OP／
OC（有機塩素系殺虫剤／有機燐酸殺虫剤）のサンプルテストが実施されるが、実

際、輸出に当たっては、AQIS に事前に確認することが望ましい。 
 
（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 
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（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
 りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
 
４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
５ 税制度 
（１）関税 

生鮮にんにくの関税率 
生鮮にんにく  0703.20.00  無税 

 
（２）消費税 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 
オーストラリアでは、にんにくをあまり使用しない英国料理が食生活の根底にあっ

たため、にんにくの需要は小さく、生産量も少なかったが、1960 年代以降、にんにく

を多く消費する南欧系やアジア系の住民の移民が増加して需要が伸び、本格的な商業

栽培が始まった。 

最近の国内生産量は 500～700トン程度で、主要産地は南オーストラリア州である。

しかし、この量では国内消費（3,500 トン）を満たせないことから、残りは輸入に頼っ

ている。輸入相手国は、中国、ニュージーランド、アルゼンチン、米国などである。

南太平洋諸国向けに少量輸出もなされているが、ほとんどが中国産のものを加工し再

輸出しているものである。 

 

（２）流通経路 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ68 参照。 

 

（３）新規参入時の留意点 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ69 参照。 

 
７ サンプル輸入の規制状況等  
りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 
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８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
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Australian Garlic Industry Association 
    にんにくの生産者団体。 

Tel&Fax：61-3-9578-2306 
Email：GarlicAssocAust@aol.com 
 



 77

＜ねぎ＞ 
 
１ 品目の定義 
ここでは主に「生鮮ねぎ」を対象とする。 

HS コード：0703.90.00  生鮮ねぎ  

なお、オーストラリアで、日本の長ねぎに相当するものは、「Spring Onion」と

「Shallot」であり、形状としてはそれぞれ「太ねぎ」と「わけぎ」に近いが、いずれ

も日本の長ねぎに比べ、やや風味に欠ける。なお、以下、便宜上、「Spring Onion」
と「Shallot」を長ねぎとして言及する。 
 

２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ１参照。 

 
３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

生鮮野菜の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸入食品管

理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づくねぎの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。現在、IRA 分析を実施中の野菜には、フィジー産

のくず芋がある。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見
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聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
オーストラリアは、オランダ、ニュージーランドおよび米国からのみ生鮮ねぎの

輸入を許可している。オランダはエイセル湖干拓地のみ、ニュージーランドは 12
カ所、米国はカリフォルニア州の 47 カ所、アイダホとオレゴン州の計 8 カ所が輸

出許可地域として登録されている。日本産ねぎは現在のところ許可されていない。

なお、乾燥ねぎについてはすべての国からのものを許可している。 

輸入に当たっては、詳細情報を記載した植物衛生証明書の添付が必要。また、生

きた昆虫、病害虫症状、汚染要因となる種子、土等を輸出前に除去することが必要

である。AQIS の検疫中に、害虫が見つかった場合、積荷に臭化メチル（MB）の

噴霧を、状況に応じて 3～24 時間行うなどの条件がある。 

 

イ 検疫手続 
IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
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① リスク食品：すべての積荷を検査 
② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 
③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 
 ねぎについては、原則ランダム・サーベランス食品として分類され、OP／OC（有

機塩素系殺虫剤／有機燐酸殺虫剤）のサンプルテストが実施されるが、実際、輸出

に当たっては、AQIS に事前に確認することが望ましい。 
 
（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 
（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
 りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
 
４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
５ 税制度 
（１）関税 

「生鮮ねぎ」の関税率  

生鮮ねぎ  0703.90.00  無税 

 
（２）消費税 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 
長ねぎを含むアジア野菜の栽培は急成長の傾向にある。その理由は、アジア系住民

の移民が毎年増加し続けていることや、オーストラリア人の食事嗜好が変化するにつ

れ食材がバラエティーに富み、非アジア人にもアジア野菜への関心が高まり、国内市

場での消費の伸びが大きく貢献していることによる。 

オーストラリア最大のシドニーのフレミントン青果市場で取引された長ねぎは、

1,242 トン、次いで、ビクトリア州のメルボルン青果市場での取引量が 658 トン（数

値はいずれも 2001 年）である。クイーンズランド、南オーストラリア州でもそれぞ

れ年間 43 トン、185 トンと少量取引されている。また、ニューカレドニア、タイ、フ

ィリピン向けに 20 トン程度の輸出も行われている。 
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（２）流通経路 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ68 参照。 

 

（３）新規参入時の留意点 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ69 参照。 

 
７ サンプル輸入の規制状況等  

りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 
 
８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 
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（３）関連団体 
Horticulture Australia Ltd（HAL） 

果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
  
Chinese Vegetable Growers Association of NSW 
Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9822-5283 Fax：61-2-9602-9974 

 
Vetnamese Vegetalbe Growers Association of NSW 
41 Lawrence St FAIRFIELD NSW 2165 
Tel：61-2-9726-0181 Fax：61-2-9726-0181 
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＜にんじん＞ 

 
１ 品目の定義 
ここでは主に「生鮮にんじん」を対象とする。 

HS コード：0706.10.00 生鮮にんじん  

 

２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ１参照。 

 
３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

生鮮野菜の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸入食品管

理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づくにんじんの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。現在、IRA 分析を実施中の野菜には、フィジー産

のくず芋がある。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
オーストラリアは、ニュージーランドからのみ生鮮にんじんの輸入を認めている。

輸入に当たっては、詳細情報を記載した植物衛生証明書の添付が必要。また、生き
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た昆虫、病害虫症状、汚染要因となる種子、土等を輸出前に除去することが必要で

ある。AQIS の検疫中に、害虫が見つかった場合、積荷に臭化メチル（MB）の噴

霧を、状況に応じて 3～24 時間行うなどの条件がある。なお、冷凍にんじんについ

ては、すべての国からの輸入が認められている。 

 
イ 検疫手続 

IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
① リスク食品：すべての積荷を検査 
② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 
③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 
 にんじんについては、原則ランダム・サーベランス食品として分類され、OP／
OC（有機塩素系殺虫剤／有機燐酸殺虫剤）およびカドミウムのサンプルテストが

実施されるが、実際、輸出に当たっては、AQIS に事前に確認することが望ましい。 
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（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 
（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
 りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
 
４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
５ 税制度 
（１）関税 

生鮮にんじんの関税率 
生鮮にんじん  0706.10.00  無税 

 
（２）消費税 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 
 にんじんは、オーストラリアで生産される野菜のうち、生産額で 3 位、輸出額でア

スパラガスに次いで 2 位を占める重要な作物である。最大産地のビクトリア州が生産

量全体の 52％、次いで西オーストラリア州 23％、タスマニア州が 15％を占める。主

要品種は、インペレイター、ナンテス、オータム・キング、チャンテナイなどである。 

生産量の 70％が国内消費に、残り 30％が輸出に充てられる。輸出量の 90％近くは

西オーストラリア州産が占めている。主な輸出先国はマレーシアとシンガポールであ

る。一方、ニュージーランドからの輸入量は、各 400 トン（99 年）、1,900 トン（2000
年）となっている。国内消費のほとんどが生鮮で販売され、缶詰や冷凍野菜としての

加工用は 6 分の 1 程度である。輸出の形態は 3 分の 2 が生鮮、残りが濃縮ジュースで

ある。濃縮ジュースは多種のジュースの原料として使用される。 

 

（２）流通経路 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ68 参照。 

 
（３）新規参入時の留意点 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ69 参照。 
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７ サンプル輸入の規制状況等  
りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 
８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
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＜きゅうり＞ 

 
１ 品目の定義 

ここでは主に「生鮮きゅうり」を対象とする。 
HS コード：0707.00.00  生鮮きゅうり  

 

２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ１参照。 

 
３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

生鮮野菜の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸入食品管

理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づくきゅうりの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。現在、IRA 分析を実施中の野菜には、フィジー産

のくず芋がある。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
オーストラリアは、ニュージーランドと米国（ハワイを除く）から生鮮きゅうり

の輸入を認めている。輸入に当たっては、詳細情報を記載した植物衛生証明書の添
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付が必要。また、生きた昆虫、病害虫症状、汚染要因となる種子、土等を輸出前に

除去することが必要である。AQIS の検疫中に、害虫が見つかった場合、積荷に臭

化メチル（MB）の噴霧を、状況に応じて 3～24 時間行うなどの条件がある。 

 
イ 検疫手続 

IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
① リスク食品：すべての積荷を検査 
② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 
③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 
 きゅうりについては、原則ランダム・サーベランス食品として分類され、OP／
OC（有機塩素系殺虫剤／有機燐酸殺虫剤）のサンプルテストが実施されるが、実

際、輸出に当たっては、AQIS に事前に確認することが望ましい。 
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（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 
（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
  りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
 
４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
５ 税制度 
（１）関税 

生鮮きゅうりの関税率 
生鮮きゅうり  07007.00.00  無税 

 
（２）消費税 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 
 オーストラリアのきゅうりは、皮が厚く、棒状の大型で、身が柔らかい大味の日本

の加賀太きゅうりに似た品種である。日本産のような、イボがあり歯ごたえのあるき

ゅうりはほとんど生産されていない。 

主要生産州はニューサウスウエールズ州とクイーンズランド州の 2 州で全体量の

80％を生産する。生産量は 1 万 7,000 トン台で推移している。香港を中心（100 トン）

に少量を輸出している。主にピクルスがインドやスリランカから輸入されている。      

 1 人当たり年間消費量は 1.4kg であり、需要はそれほど大きくない。 

   

（２）流通経路 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ68 参照。 

 

（３）新規参入時の留意点 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ69 参照。 

 
７ サンプル輸入の規制状況等  
りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 
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８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
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＜レタス＞ 

 
１ 品目の定義 
ここでは主に「生鮮レタス」を対象とする。 

HS コード：0705.11.00  生鮮結球レタス 

     0705.19.00  その他の生鮮レタス 

                    

２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ１参照。 

 
３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

生鮮野菜の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸入食品管

理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づくレタスの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。現在、IRA 分析を実施中の野菜には、フィジー産

のくず芋がある。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
現時点では、オーストラリアは、どの国からも生鮮レタスの輸入を認めていない。 
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イ 検疫手続 
IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
① リスク食品：すべての積荷を検査 
② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 
③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 
  

（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 
（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
 りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
 
４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
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５ 税制度 
（１）関税 
生鮮レタスの関税率  

生鮮結球レタス     0705.11.00  無税    

その他の生鮮レタス   0705.19.00  無税 
 
（２）消費税 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 
 オーストラリアで生産されているレタスは、日本と同様、ステムレタス、コスレタ

ス、リーフレタス、球レタスの 4 種である。ともにサラダの材料として生で消費され

ており、最近は、特にミックス野菜としての消費が伸びている。 

レタスは、かんがい施設が整備された地域で生産されており、主産地であるビクト

リア、クイーンズランドおよび西オーストラリア州の 3 州で 88％を生産しており、生

産量、粗生産額ともにそれぞれ 5 位、6 位に位置する重要野菜である。輸出では、相

手国は 30 カ国を超えるが、そのうち香港、マレーシア、シンガポールにそれぞれ 700
トン以上、全体で 3,500 トン程度が輸出されている（数字はいずれも 2000/01 年度）。 

   

（２）流通経路 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ68 参照。 

 

（３）新規参入時の留意点 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ69 参照。 

 
７ サンプル輸入の規制状況等  
りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 
８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
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Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
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＜ゴボウ＞ 

 
１ 品目の定義 

ここでは主に「生鮮ゴボウ」を対象とする。 
HS コード：0706.90.00  生鮮ゴボウ（ゴボウ以外、冷蔵も含む） 

                        
２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 

 
３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

生鮮野菜の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸入食品管

理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づくゴボウの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。現在、IRA 分析を実施中の野菜には、フィジー産

のくず芋がある。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
現時点では、オーストラリアは、いずれの国からも生鮮ゴボウの輸入を認めてい

ない。なお、冷凍ゴボウについては、日本からのみ輸入を認めている。その際の条
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件は、①日本で収穫されたものであること、②皮なし、マイナス 18 度以下で 7 日

以上冷凍すること、③製造業者は証明書を添付すること、などである。 
 
イ 検疫手続 

IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
① リスク食品：すべての積荷を検査 
② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 
③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 
  

（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 
（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
 りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
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４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
５ 税制度 
（１）関税 

生鮮ゴボウ（ゴボウ以外、冷蔵を含む）の関税率  

生鮮ゴボウ  0706.90.00  無税 
 
（２）消費税 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 

オーストラリアでは、ゴボウを食するのは日本人のほか一部アジア系住民に限られ

ることから、国内需要が非常に限定されている。このため、一般青果店やスーパーマー

ケットでは販売されていない。アジア系の食料品店では、冷凍ゴボウの他に、生鮮の

皮つきゴボウが販売されることがあるが、これは近隣のアジア系の野菜生産者が少量

生産し、小売店へ直接販売しているものである。西オーストラリア州では、日本およ

び台湾向けにゴボウが生産されており、2000/01 年度は 387 トン輸出されている。 

   

（２）流通経路 
 国内市場に関しては、アジア系野菜生産者が、アジア食品小売店に直接販売する経

路のみである。 
 
（３）新規参入時の留意点 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ69 参照。 

 
７ サンプル輸入の規制状況等  
りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 
８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Jun Pacific Corporation 
3/380 Eastern Valley Way, Chatswood, NSW 2067 
Tel：61-2-9417-2200  Fax：61-2-9417-7192   
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 Japan Food Corp. (Aust) Pty. Ltd 
Woodcock Place, Building D1, 16 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066  
Tel：61-2-9429-8000  Fax：61-2-9429-8010 
 
Oriental Merchant 
10 Westgate Drive LAVERTON NORTH VIC 3026 
Tel：61-3-9250-8133 Fax：61-3-9280-8100 
www.oriental.com.au 

 
（２）卸売業者 
（１）と同じ。 

 
（３）関連団体 
 該当なし。 
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＜トマト＞ 

 
１ 品目の定義 
ここでは主に「生鮮トマト」を対象とする。 

HS コード：0702.00.00  生鮮トマト（冷蔵を含む） 

 

２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 

 
３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

生鮮野菜の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸入食品管

理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づくトマトの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。現在、IRA 分析を実施中の野菜には、フィジー産

のくず芋がある。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
オーストラリアは、ニュージーランドとオランダ（トラス種のみ）から生鮮トマトの

輸入を認めている。輸入に当たっては、詳細情報を記載した植物衛生証明書の添付
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が必要。また、生きた昆虫、病害虫症状、汚染要因となる種子、土等を輸出前に除

去することが必要である。AQIS の検疫中に、害虫が見つかった場合、積荷に臭化

メチル（MB）の噴霧を、状況に応じて 3～24 時間行うなどの条件がある。また、

特にオランダ産については、オランダ政府により地中海ミバエ等が発生していない

ことの証明を受けた園地で収穫されたトマトのみの輸入が可能である。 

 
イ 検疫手続 

IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
① リスク食品：すべての積荷を検査 
② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 
③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 
 トマトについては、原則ランダム・サーベランス食品として分類され、OP／OC
（有機塩素系殺虫剤／有機燐酸殺虫剤）およびカドミウムのサンプルテストが実施

されるが、実際、輸出に当たっては、AQIS に事前に確認することが望ましい。 
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（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 
（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
 りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
 
４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
５ 税制度 
（１）関税 

生鮮トマト（冷蔵を含む）の関税率  

生鮮トマト  0702.00.00  無税 
 

（２）消費税 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 
 トマトの生産量は、トマト加工品の種類の増加などから、ここ 10 年間で約 4 割増加

している。主要産地であるビクトリア、ニューサウスウェールズおよびクイーンズラ

ンド州の東部 3 州で生産量の 96％を占め、うち、ビクトリア州北部が最大の産地であ

る。2000 年の生産量は 41 万 4,000 トン、このうち約 9 割が加工用である。     

生食用は、チェリートマト、ロマ、トラス、ペアイエローの品種が中心で、最近は

水耕栽培のハドロポニカ種も出回り始めている。そのうち、年間 4,000～5,000 トン程

度は、ニュージーランド、シンガポール、香港などに生食用として輸出されている。

トマトの 1 人当たり年間消費量は、25kg（生鮮のみは 9.8kg）である。 

 

（２）流通経路 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ68 参照。 

 

（３）新規参入時の留意点 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ69 参照。 

 
７ サンプル輸入の規制状況等  

りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 
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８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
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＜キャベツ＞ 

 
１ 品目の定義 

ここでは主に「生鮮キャベツ」を対象とする。 
HS コード： 0704.20.00  生鮮芽キャベツ 

0704.90.00    その他（キャベツ以外を含む）  

 

２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 

 
３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

生鮮野菜の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸入食品管

理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づくキャベツの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。現在、IRA 分析を実施中の野菜には、フィジー産

のくず芋がある。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
オーストラリアは、欧州諸国、南太平洋諸国、米国およびニュージーランドから
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生鮮キャベツ（芽キャベツを含む）の輸入を認めている。輸入に当たっては、詳細

情報を記載した植物衛生証明書の添付が必要。また、生きた昆虫（特に、モンシロ

チョウ）、病害虫症状、汚染要因となる種子、土等を輸出前に除去することが必要

である。AQIS の検疫中に、害虫が見つかった場合、積荷に臭化メチル（MB）の

噴霧を、状況に応じて 3～24 時間行うなどの条件がある。なお、冷凍キャベツ（芽

キャベツを含む）については、すべての国からの輸入が認められている。 

 
イ 検疫手続 

IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
① リスク食品：すべての積荷を検査 
② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 
③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 
 キャベツについては、原則ランダム・サーベランス食品として分類され、OP／
OC（有機塩素系殺虫剤／有機燐酸殺虫剤）およびカドミウムのサンプルテストが
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実施されるが、実際、輸出に当たっては、AQIS に事前に確認することが望ましい。 
 
（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 
（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
 りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
 
４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
５ 税制度 
（１）関税 

生鮮キャベツの関税率  

生鮮芽キャベツ  0704.20.00  無税    

生鮮キャベツ   0704.90.00  無税 
 

（２）消費税 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 
オーストラリアのキャベツの生産量は約 7 万トン、芽キャベツは 6,000 トン（とも

に 2000 年）である。産地は、各州に分散している中、ビクトリア州が生産量の約 4
割を占める。消費形態は、コールスローサラダが中心で、ザワークラフトとしての需

要もある。キャベツの人気は下降気味で、やや供給過剰の状態にある。キャベツは、9
月から 1 月をピークとして通年で供給されている。品種は、グリーン・コロナー、サ

ボイ・キングである。また、芽キャベツについては、供給期間は 3～9 月であり、品種

はルーネットとオリバーであり、最近は小粒化している。 

 

（２）流通経路 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ68 参照。 

 

（３）新規参入時の留意点 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ69 参照。 
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７ サンプル輸入の規制状況等  
りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 
８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売り業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースと

なる卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）に

それぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
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＜大根＞ 

 
１ 品目の定義 

ここでは主に「生鮮大根」を対象とする。 
HS コード：0706.90.00  生鮮大根（冷蔵も含む。大根以外も含む。）  

  

２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 

 
３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

生鮮野菜の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸入食品管

理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づく大根の輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。現在、IRA 分析を実施中の野菜には、フィジー産

のくず芋がある。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
オーストラリアは、欧州諸国、ニュージーランド、南太平洋諸国、米国から生鮮

ラディシュの輸入を認めているものの、いわゆる「大根」（英名：Daikon, Japanese 
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radish, Chinese radish）については、いずれの国からも輸入を認めていない。な

お、ラディシュの輸入に当たっては、詳細情報を記載した植物衛生証明書の添付が

必要。また、生きた昆虫、病害虫症状、汚染要因となる種子、土等を輸出前に除去

することが必要である。AQIS の検疫中に、害虫が見つかった場合、積荷に臭化メ

チル（MB）の噴霧を、状況に応じて 3～24 時間行うなどの条件がある。 

 

イ 検疫手続 
IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
① リスク食品：すべての積荷を検査 
② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 
③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 
  

（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 
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（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
 りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
 
４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
５ 税制度 
（１）関税 

生鮮大根（冷蔵を含む）の関税率  

生鮮大根  0706.90.00  無税 
 
（２）消費税 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 
オーストラリアでは、大根は「Japanese radish」「Chinese radish」または「Daikon」

と呼ばれ、最近はアジア野菜の人気の高まりもあり、シドニー近郊の大手スーパーマー

ケットでも販売されるようになってきている。生産に関する公式な統計はないが、ク

イーンズランドのブリスベン青果市場で取引された大根は 135 トン、西オーストラリ

ア州のパース市場が 51 トン（いずれも 2001 年）の記録がある。また、輸出も行われ

ており、1997/98 年度には西オーストラリア州から 532 トン、ビクトリア州から 17
トン、ニューサウスウエールズ州から 11 トンが、香港、シンガポール、台湾などに販

売された。      
      

（２）流通経路 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ68 参照。 

 
（３）新規参入時の留意点 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ69 参照。 

 
７ サンプル輸入の規制状況等  

りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 
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８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースとな

る卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）にそ

れぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 

 
（３）関連団体 

Horticulture Australia Ltd（HAL） 
果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
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Chinese Vegetable Growers Association of NSW 
Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9822-5283 Fax：61-2-9602-9974 

 
Vetnamese Vegetalbe Growers Association of NSW 
41 Lawrence St FAIRFIELD NSW 2165 
Tel：61-2-9726-0181 Fax：61-2-9726-0181 
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＜しいたけ＞ 

 
１ 品目の定義 
ここでは主に「生鮮しいたけ」を対象とする。 

HS コード：0709.59.00   生鮮しいたけ（しいたけ以外を含む。冷蔵も含む。）  

 

２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 

 
３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

生鮮野菜の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸入食品管

理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づくしいたけの輸入条件と規制 
生鮮果実・野菜の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。輸出を希望する果実・

野菜が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。現在、IRA 分析を実施中の野菜には、フィジー産

のくず芋がある。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
オーストラリアは、すべての国から生鮮しいたけの輸入を認めている。輸入に当

たっては、詳細情報を記載した植物衛生証明書の添付が必要。また、生きた昆虫、
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病害虫症状、汚染要因となる種子、土等を輸出前に除去することが必要である。

AQIS の検疫中に、害虫が見つかった場合、積荷に臭化メチル（MB）の噴霧を、

状況に応じて 3～24 時間行うなどの条件がある。 

なお、近年、輸入されるキノコの種類が増加しているが、現行の検疫内容では、

病害虫を防除できない可能があるとして、現在、しいたけは含まれないものの、キ

ノコ 21 種についての検疫条件の見直しが行われている。 

 

イ 検疫手続 
IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオーストラリアに

到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・

地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法が

ある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケース

バイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間にわたる

場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリアの検

査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場合は、

折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国では政

府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
① リスク食品：すべての積荷を検査 
② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 
③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 
 しいたけは原則ランダム・サーベランス食品として分類され、OP／OC（有機塩

素系殺虫剤／有機燐酸殺虫剤）のサンプルテストが実施されるが、実際の輸出に当
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たっては、AQIS に事前に確認することが望ましい。 
 
（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 
（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
 りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 
 
４ 表示方法 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
５ 税制度 
（１）関税 

生鮮しいたけの関税率  

生鮮しいたけ  0709.59.00  5％ 

 
（２）消費税 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 
オーストラリアのキノコ市場は、生鮮用の国内産マッシュルームをはじめ、国内産

および輸入のアジア系キノコ類（生鮮、乾燥、缶詰）からなり、供給量で約 6 万トン、

総販売額は 2 億 3,300 万豪ドル（1 豪ドル約 80 円）である。その大部分を占めるのは

白マッシュルームで、2003/04 年度は主にシドニーやメルボルン近郊の生産者が 5 万

1,000 トン生産し、2 億 1,300 万豪ドルの販売を記録している。スーパーマーケットで

は、kg 当たり約 8 豪ドルで、そのほとんどは生鮮向けとして通年で出荷されている。

国産品の生産が少なかった 1970 年代は輸入品が国内市場の 50％以上を占めていたが、

国内生産が拡大するにしたがい最近は 12％まで減少した。 
オーストラリアの 1 人当たり消費量は、1983/84 年度は 1.2 kg であったが、2003/04

年度は 3kg（そのうち、0.4kg がアジア系キノコ）にまで伸びている。これは、米国

の倍、日本とほぼ同じ水準であり、オーストラリア人はキノコ好きな国民といえる。

キノコを購入したことがある家庭の割合は、70 年代はわずか 10％程度にすぎなかっ

たが、最近では 90％にまで拡大している。 
近年は、しいたけも含むアジアキノコの生産も盛んになっている。その規模は年間

550 トン程度とまだ小さいが、着実にマーケットは拡大している。国産の生鮮しいた
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け、ひらたけ、えのき、しめじなどは一般のスーパーマーケットで、1 パック当たり 4
～5 豪ドル程度で販売され、アジア系移民の増加やアジア料理の浸透などを背景に、

アジア系キノコの生産量は今後 5 年間で約 1～2％程度増加すると見込まれている。 
      

（２）流通経路 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ68 参照。 

 
（３）新規参入時の留意点 
たまねぎ（前述）と同様。Ｐ69 参照。 

 
７ サンプル輸入の規制状況等  
りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 
８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Antico International Pty Ltd 
Store 1, Building G, Box 338, SYDNEY MARKET 
Tel：61-2-9764-3833 Fax：61-2-9746-0482 
Email：antico@antico.com.au 
 
Fresh Produce Group of Australia 
Tel：61-2-9746-3822  Fax：61-2-9246-3762 
Email：dcosti@ftb.com.au 
 
T & C Produce 
Tel：61-2-9764-4733  Fax：61-2-9764-1931 
Email：tandcproduce@bigpond.com 

 
（２）卸売業者 

The Australian Chamber of Fruit & Vegetable Industries 
果実・野菜の卸売業者の全国組織団体。全国 6 カ所の中央市場取引がベースとな

る卸売業者がメンバー。六つの各中央市場（タスマニア州を除く各主要都市）にそ

れぞれ事務局がある。 
PO Box 6, Sydney Markets, NSW 2129 
Tel：61-2-9764-3244 Fax：61-2-9764-2776 
Email：thechamber@freshmarkets.com.au 
www.freshmarkets.com.au 
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（３）関連団体 
Horticulture Australia Ltd（HAL） 

果実・野菜・園芸の生産農家の組織団体。1988 年に発足したオーストラリア園

芸公社（AHC）が 2001 年 2 月に民営化され、設立された。販促と開発・研究が活

動の中心。乾燥果実、果実缶詰業界を含む計 13 の果実関係団体がメンバーとなっ

ている。 
Level 1, 50 Carrington St., SYDNEY NSW 2000 
Tel：61-2-8295-2300 Fax：61-2-8295-2399 
www.horticulture.com.au 
 
Australian Mushroom Growers Association 
2 Forbes St., WINDSOR NSW 2756 
Tel：61-2-4577-6877 Fax：61-2-4577-5830 
Email：info@amga.asn.au 
www.mushrooms.net.au 
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＜乾しいたけ＞ 
 
１ 品目の定義 

ここでは主に「乾しいたけ」を対象とする。 

HS コード：0712.39.00  乾しいたけ 
 

２ 手続き全体の流れ 

 

 

   

輸入申告

検　疫

輸入条件を満たしているか

合格 不合格

税関手続

　　　　　　　　　　　　　　　輸入食品検査プログラム（IFIP)
　　　　・食品表示の審査
　　　　・食品に対する視覚上の検査
　　　　・サンプルの分析

リスク食品

全ての積荷を検査

ランダム・
サーベランス食品

積荷の５％を検査

アクティブ・
サーベランス食品

積荷の10％を検査

合格 不合格

改善措置

再検査 積戻・廃棄

国内流通 食品以外の用途

再検査
は通常1
回のみ
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３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

乾しいたけを含む乾燥野菜の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」
と「輸入食品管理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 
ア 検疫法に基づく乾しいたけの輸入条件と規制 

食用の乾しいたけについては、すべての国から輸入が許可されている。乾しいた

けを含む乾燥果実・野菜に係る検疫検査は、上陸後の検査、事後検査が適用される。

積荷に土が付着していないことや有害動植物が混在していないことなどが輸入の

条件である。特に、ヒメアカカツオブシムシの発生国（韓国、台湾等＜日本は含ま

れない＞）からの輸入品については、臭化メチルくん蒸処理が必要となる。なお、

家畜の飼料や肥料としての乾しいたけの輸入は許可されていない。 

 

イ 検疫手続 
輸入に当たっての病害虫駆除の方法、保管設備などの確認は、①商品がオースト

ラリアに到着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望

する国・地域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つ

の方法がある。両者のどちらを採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、

ケースバイケースであるが、一般的に、輸出国の産地が多数で出荷時期が長期間に

わたる場合、「事前検査」を採用する場合が多い。「事前検査」では、オーストラリ

アの検査官がその国で折衝をする相手を 1 カ所に絞るなどの条件がある。日本の場

合は、折衝相手は今までのところ農林水産省であることがほとんどであるが、米国

では政府の他に果実・野菜輸出協会などが指定されている。乾しいたけを含む乾燥

野菜については事後検査を採用されている。 
事前と事後の大きな違いは、事前検査の方が迅速かつ確実である点であるが、

オーストラリアの検査官が輸出国へ渡航する際の渡航費、宿泊費などの経費は希望

国側が負担することとなる。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検
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査を実施している。 
① リスク食品：すべての積荷を検査 

② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 

③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 

 乾しいたけを含む乾燥野菜については、原則ランダム・サーベランス食品として

分類され、OP／OC（有機塩素系殺虫剤／有機燐酸殺虫剤）、カドミウムおよび二

酸化硫黄の含有に関するサンプルテストが実施されるが、実際の輸出に当たっては、

AQIS に事前に確認することが望ましい。 

  

（３）所轄官公庁 

りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 

（４）業界・量販店独自の基準および手続き 

りんご（前述）と同様。Ｐ8 参照。 

 

４ 表示方法 

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

５ 税制度 

（１）関税 

乾しいたけの関税率 

乾しいたけ  0712.39.00   5％  

  

（２）消費税  

りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 
 

６ 国内流通・取引慣行等 

（１）国内マーケット事情 

オーストラリアで乾しいたけが販売されているのは、アジア系食品小売店や健康食

品店に限定されている。その中で価格が高い丸型しいたけには、「日本花冬菇」や「し

いたけ」と日本語で印刷されている商品があるが、それも含めて、ほとんどが中国産

である。 

最近、大手スーパーマーケットにおいても、日本食を含むアジア料理の人気の高ま

りや国民の健康志向を背景に、アジア食品、有機食品、健康食品のコーナーを設置し

ている店舗があるが、そのコーナーの棚には醤油、即席ラーメン、そば、うどんなど

と並んで乾しいたけも販売されている場合がある。ただし、その購買層は、日本人、
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中国人、韓国人やベトナム人などのアジア系住民が主流のようである。 

 

（２）流通経路 

 需要が限られており、輸入業者、小売店も限定されていることから、流通経路はシ

ンプルな構造になっている。  

  

図 乾しいたけの流通経路 

 

 

（３）新規参入時の留意点 
干し柿（前述）と同様。Ｐ71 参照。 

 

７ サンプル輸出の規制状況等 

りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 

８ 関連企業・団体概要 
（１）輸入業者 

Jun Pacific Corporation 
3/380 Eastern Valley Way, Chatswood, NSW 2067 
Tel：61-2-9417-2200  Fax：61-2-9417-7192   

  
 Japan Food Corp. (Aust) Pty. Ltd 

Woodcock Place, Building D1, 16 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066  
Tel：61-2-9429-8000  Fax：61-2-9429-8010 

卸売業者

小売店
（アジア食品店、スーパーマーケット）

輸出業者

輸入業者
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Oriental Merchant 
10 Westgate Drive LAVERTON NORTH VIC 3026 
Tel：61-3-9250-8133 Fax：61-3-9280-8100 
www.oriental.com.au 

 
（２）卸売業者 
（１）と同じ。 

 
（３）関連団体 
 該当なし。 
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＜米＞ 

 
１ 品目の定義 
ここでは「米」を対象とする。 

HS コード： 1006.10.00  もみ 

                  1006.20.00  玄米 

                 1006.30.00  精米 

        1006.40.00  砕米 
 
２ 手続き全体の流れ 

りんご（前述）と同様。Ｐ1 参照。 

 
３ 輸入・販売上の規制 
（１）輸入の規制および手続き 

生鮮野菜の輸入に際しては、「検疫法（Quarantine Act  1908）」と「輸入食品管

理法（Imported Food Control Act 1992）」の規制を受ける。 

 

ア 検疫法に基づく米の輸入条件と規制 
米の輸入に関しては、IRA 分析の対象となる。この IRA は、輸出を希望する生

鮮品が、 
① これまでオーストラリアに輸入されたことがない種類であるもの。 
② 輸入されたことがある種類でも異なる国からのもの、または、同じ国からのも

のであっても生息する病害虫の種類と条件が大きく異なる別の地域からのもの。 
の場合、IRA 分析が WTO の SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）

をベースとして実施されている。 
IRA 分析の結果、オーストラリアへのリスクが少ないと認められる場合、検疫条

件が設定され、輸入が解禁される。その際、輸入解禁が特定の国の商品である場合

には、オーストラリアと輸出国側の 2 国間で検疫条件（2 国間プロトコール）が定

められる。オーストラリアでは、生産果実および野菜の輸入は原則禁止されており、

IRA 分析を経た上、検疫条件が設定されてはじめて、輸入禁止が解除される。 
IRA 分析では、分析の開始から最終報告書が出されるまでには長期間を要する。

IRA の担当機関であるバイオセキュリティー・オーストラリア（BA）は、病害虫

の科学的分析結果のほかに、輸入の解禁、非解禁が与える経済的、または、環境上

の影響に関する意見を、第一段階では一般公募、次に第二段階では関係者から意見

聴取をして総合的に検討しながら査定を進めていく。IRA 分析の結果が出るまでに、

最低でも 2 カ年は必要である。 
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オーストラリアでは、もみ付きおよび加工用以外の玄米については輸入禁止であ

るが、加工用の玄米および精米についてはすべての国からの輸入を認めている。そ

の輸入に当たっては、詳細情報を記載した植物衛生証明書の添付が必要。また、生

きた昆虫、病害虫症状、汚染要因となる種子、土等を輸出前に除去しなくてはなら

ない。そして、もみ混入を検査するため、積荷ごとにサンプル検査（14kg）が必要

である。もみが 14kg 中 70g 以上含まれている場合は、熱処理（95℃以上 24 時間

または 85℃以上 48 時間）などが必要である。 

 

イ 検疫手続 
IRA 分析が完了し、検疫条件が設定された後、実際の輸入が可能となる。輸入に

当たっての病害虫駆除の方法、保管設備など確認は、①商品がオーストラリアに到

着した後に行う「事後検査」、②オーストラリアの検疫官が輸出を希望する国・地

域に出向いて、発送以前に検査をクリアしてしまう「事前検査」の二つの方法があ

る。両者のどちらか採用するかは、輸出国の産地状況や輸出量等により、ケースバ

イケースである。一般的に、輸出国の産地が多数であり、出荷時期が長期間にわた

る場合、「事前検査」を採用する場合が多いが、米については、「事後検査」が採用

されている。 
検疫通過後、オーストラリア税関で通関手続きを行う。税関は通関後、検疫局に

商品の分類を伝え、「輸入食品検査」の必要性を判断して輸出希望者宛に連絡する。 
 

ウ 輸入食品管理法に基づく輸入食品検査 
 輸入食品への検査は、オーストラリアに入国する時点において、Import Food 
Inspection Program (IFIP：輸入食品検査プログラム)に基づき、実施される。IFIP
はオーストラリア国内で販売される輸入食品が、国内で製造される食品基準に合致

しているかどうかを、その食品が販売許可される前に検査するものである。 
IFIP では、輸入品をそのリスクに応じて、次の三つのカテゴリーに分類して検

査を実施している。 
① リスク食品：すべての積荷を検査 
② アクティブ・サーベランス食品：積荷の 10％を検査 
③ ランダム・サーベランス食品：積荷の 5％を検査 
 米については、原則ランダム・サーベランス食品として分類され、OP／OC（有

機塩素系殺虫剤／有機燐酸殺虫剤）、アフラトキシン、麦角およびカドミウムの含

有のサンプルテストが実施されるが、実際の輸出に当たっては、AQIS に事前に確

認することが望ましい。特に、カドミウムの許容基準値が 0.1mg/kg 以下と低い水

準に設定されていることに留意が必要である。 
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（２）所轄官公庁 
りんご（前述）と同様。Ｐ7 参照。 

 
（３）業界・量販店独自の基準および手続き 
ア Good Manufacturing Practices（GMP） 

農家が出資して設立した精米の販売会社 Ricegrowers’Co-Operative Ltd(RGCL)
が設定している、精米およびその梱包業務の食品安全のための業界自主基準である。 

 
イ ウールワース販売品質管理基準 

（Woolworths Vendor Quality Management Standard：WVQMS） 

オーストラリアの 2 大スーパーマーケットチェーンの一つであるウールワース社

（食料品売上額の 4 割弱のシェア）の食品品質管理基準である。果実・野菜の生産

者にとっては、極めて重要な基準である。この基準には、ウールワースに販売する

国内の供給者対象のものと海外供給者対象のものがある。海外供給者対象の基準に

は、輸入業者、代理業者の食品の積荷、保管、流通に関する遵守事項がある。その

他、検疫検査、食品安全基準、残留農薬、表示など、輸入に必要なすべての要件を

満たしていることが条件にされている。他のスーパーマーケットも同基準を参考に

している。 
 
４ 表示方法 
（１）義務表示 
義務表示は食品基準コード（Food Standards Code）に規定されている。表示基準

は、ラベルから消費者が十分な判断ができるように、不当表示やまぎらわしい表示が

なく、科学的根拠に基づいた製品内容を表示することを目的としている。一般的な表

示すべき主な内容は、①商品名、②販売者・製造者・包装者または輸入業者の氏名お

よび住所、③材料および成分、④健康に対する注意、⑤有効期限などであるが、商品

によってその内容は異なっている。 
 

（２）任意表示 

有機米、「KOSHER」（ユダヤ教徒用米）、「HALAL」（イスラム教徒用米）などには、

それぞれの認定機関が発行する表示がなされている。 
 

（３）業界自主表示 

国内産の米にはすべて「SUNRICE」のブランド名がつけられている。 
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５ 税制度 
（１）関税 

「米」の関税率  

も み 1006.10.00  無税 

玄 米 1006.20.00    無税 

精 米 1006.30.00    無税 

砕 米 1006.40.00  無税 

 
（２）消費税 
りんご（前述）と同様。Ｐ9 参照。 

 
６ 国内流通・取引慣行等 
（１）国内マーケット事情 
 オーストラリアの米は、ニューサウスウエールズ州南西部のかんがい地域であるリ

ベリナ地方のみで生産されている。生産量は 2001/02 年度までは 100 万トンを超える

水準で推移していたが、2002/03 年度以降の 2 年間は干ばつによるかんがい用水不足

により、40～60 万程度に落ち込んでいる。生産されている品種は、ジャポニカ系中粒

種が 7 割を占め、長粒種が 2 割、短粒種が 1 割である。生産量の 15％は国内消費向け

であり、残りは、70 カ国以上に輸出されている。一方、国内消費量の 18％は、米国、

インド、タイ等からの輸入米が占めている。 
 生産された米は、ニューサウスウェールズ州の州法「第 1 次産品販売法」に基づき、

RMB（ライス・マーケティング・ボード）が国内販売および輸出を独占している。RMB
の業務は、米生産者が出資して設立した RGCL（米生産者協同組合会社）に委託され

ている。収穫された米は、RGCL によって管理、処理加工、包装され、「Sunrice」と

いうブランドで全国に販売されている。 
 米の 1 人当たり消費量は、4.2kg（89 年）から 7.1kg（99 年）に増加しているが、

基本的には、生産されたもののうち輸出できなかった残りを国内で消費する構造と

なっており、年によって国内消費の変動が大きい。実際、RGCL は原則、前年度産在

庫を持たない方針であり、売れ残りはシリアル食品や各種加工食品の原料、ペットフー

ド、工業用原料などとして処分されている。 
 オーストラリアで販売、消費されている米の種類は、短粒・中粒・長粒種、香り米、

玄米など多岐にわたる。しかし、米の消費者の主流は、中国、香港、台湾、韓国、日

本の北アジア系住民であり、彼らの消費する種類は短粒、中粒の白米である。これら

の白米消費者は、品質よりも価格を重視するのが一般的な傾向であるが、最近では、

価格よりも品質を追求する層が中国、台湾、香港系消費者の間で増加してきていると

いわれている。 
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（２）流通経路 
 オーストラリアの米は、RGCL（米生産者協同組合会社）によって管理、処理加工、

包装され、「Sunrice」というブランド名で販売されている。米生産者はもみをリベリ

ナ地域一帯の大型乾燥用格納庫へと輸送する。乾燥処理された米は RGCL の所有する

精米所のいずれかに輸送される。その後、国内市場または海外市場に出荷される。 
 
図 米の流通経路 

 
 
（３）新規参入時の留意点 
植物検疫上、日本からの米の輸入は認められているものの、3（1）ウで述べたよう

に、輸入食品検査でカドミウムの許容基準値が 0.1mg/kg 以下と低い水準に設定され

ていることから、輸入するためにはその基準を下回る米を調達する必要がある。 

 

７ サンプル輸入の規制状況等  
りんご（前述）と同様。Ｐ12 参照。 

 
８ 関連企業・団体概要リスト 
（１）輸入業者 

Jun Pacific Corporation 
3/380 Eastern Valley Way, Chatswood, NSW 2067 
Tel：61-2-9417-2200  Fax：61-2-9417-7192   

  

生産者

RGCL（米生産者協同組合会社）

集荷→乾燥→精米

卸売業者

小売店
（スーパーマーケット、レストラン等）

輸出業者

輸入業者

加工業者海外市場
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 Japan Food Corp. (Aust) Pty. Ltd 
Woodcock Place, Building D1, 16 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066  
Tel：61-2-9429-8000  Fax：61-2-9429-8010 
 
Oriental Merchant 
10 Westgate Drive LAVERTON NORTH VIC 3026 
Tel：61-3-9250-8133 Fax：61-3-9280-8100 
www.oriental.com.au 
 

Riviana Foods P/L 
 2/22-24 Wheterill Park, REDFERN 2164, NSW 

Tel：61-2-9757-4722 Fax：61-2-9757-4743  
  www.riviana.com 
 
（２）卸売業者 
（１）輸入業者と同じ。 
 

（３）関連団体 
Ricegrowers' Association of Australia 
PO Box 706, Leeton NSW 2705 
Tel：61-2-6953-0433   Fax：61-2-6953-3823 
www.rga.org.au 
Email：rga@rga.org.au 
 
The Rice Marketing Board for the State of New South Wales  
PO Box 151, Leeton NSW 2705 
Tel：61-2-6953-3200   Fax：61-2-6953-7684 
www.rmbnsw.org.au 
 
Ricegrowers’ Co-operative Limited (Sunrice) 
NIP 37 Yanco Avenue, Leeton NSW 2705 
PO Box 561, Leeton NSW 2705 
Tel：61-2-6953-0411 
Fax：61-2-6953-4733 
www.sunrice.com.au 
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〇添付資料 
 

１ 輸入許可申請書 

 

２ オーストラリアに食品を輸入する際の重要事項 





QUARANTINE ACT 1908 

A G R I C U L T U R E  F I S H E R I E S  A N D  F O R E S T R Y  -  A U S T R A L I A
 

PM 01/03                      129 

1. Importer Details 
 
Name/Organisation .........................................................................................................................................................

Street Address..................................................................................................................................................................

............................................................ State................................................Postcode .....................................................

Telephone ........................................... Fax....................................................... Email ....................................................

Contact.............................................................................................................................................................................
 
2. Exporter Details 
 
Name/Organisation .........................................................................................................................................................

Street Address..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... Country.................................................

Telephone ........................................... Fax....................................................... Email ....................................................
 
3. Country of Origin 
 

 
4. Type of quarantine material proposed for importation. Please tick one of the boxes shown below: 

 
Option (A) – Application to Import Plant Materials 
If you are applying for a permit to import fresh and frozen fruit and vegetables, plants or plant parts, tissue 
cultures (including in-vitro laboratory use) or seeds please tick this box. Proceed to Option (A) and complete 
the relevant details. 
 
Option (B) – Application to Import Live Animals (excluding cats and dogs) or Reproductive Materials 
If you are applying for a permit to import live animals (eg livestock, horses, laboratory animals, fish and 
insects) or reproductive materials (ie animal semen, fertile avian eggs and embryos), please tick this box. 
Proceed to Option (B) and complete the relevant details. Please note: A separate application form is required 
when importing cats and dogs. 
 
Option (C) – Application to Import Biological Materials 
If you are applying for a permit to import food stuffs for human consumption, animal feeds, fish feeds, 
therapeutics, cosmetics, vaccines, viable organisms (other than vaccines), organic fertilisers, dried/processed 
plant materials, laboratory materials or any other biological commodities, please tick this box. Proceed to 
Option (C) and complete the relevant details. 
 
Option (D) – Application to Import Other Materials 
If you are applying for a permit to import any material other than those mentioned in Options A, B and C, 
such as mined guano, chemical fertilisers or machinery please tick this box. Proceed to Option (D) and 
complete the relevant details. 

 
 
 

Application for Permit to Import Quarantine Material  
COMMONWEALTH QUARANTINE ACT, 1908, Section 13 

 
Giving false or misleading information is a serious offence 

 
Please note that the information provided in this application may be provided to the Office of the Gene Technology 

Permit No. 

添付資料１： 輸入許可申請書 
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Option (A) – Application to import plant materials 
Complete this section if you are intending to import fresh and frozen fruit and vegetables, plants, plant parts or tissue cultures 
(including in-vitro laboratory use) or seeds. Please use Option (C) if intending to import dried/processed plant material. 
 

5. Details 
Common/ product 
name 

Scientific name/ 
botanical name  
(Genus, species) * 

Description – Strain/variety/cultivar 
Unprocessed/frozen/cooked 

Quantity/
volume 

    

Please attach additional pages if you require more space to complete this section 
* AQIS will not process any applications if the scientific name is not provided 
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6. Product details 

Method of preparation/treatment  
Certified scheme/accredited source  
Virus & disease testing procedure  

 
Location grown/collected  
eg country/province/state/region  
Treatment /collection centre  

 
 
7. Country of export _____________________________________________________________________________ 
 
8. End use __________________________________________________________________________ 
 
 
9. Is the product genetically manipulated or does it contain genetically manipulated material? 
 
 Yes No If yes please specify and attach details 
 
 
10. Details of transport 

Mode of transport eg air, sea  
Expected date of arrival  
Route details to Australia  
 
Please note that it is the importer’s responsibility to notify AQIS office in the state of import prior to the arrival of the 
consignment. 

 
11. Location details on arrival in Australia 
 
Held/processed/inspected  
  
 
Post-entry quarantine  
  
 
Is this address registered as a Quarantine Approved Premise? Yes No 
 
12. Importers Declaration 
• I hereby apply for permission to import the materials/products detailed in this application. 
• I declare that these materials/products will be used in accordance with all quarantine restrictions and quarantine 

conditions as may be specified in any permit to import issued for the importation. 
• I declare that the information that I have provided is true and accurate to the best of my knowledge. 
Signature: Contact details 
Printed name: Name  
Date: Address  
 Phone  
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WARNING 

The information contained in this document is intended to be a guide only.  
Importers should refer to the requirements of the Imported Food Control Act 
1992 and the requirements of the Food Standards Code that is the national 
standard referred to in the legislation. 
Although the Food Standards Code is the national standard, State and Territory 
laws should also be consulted to determine the requirements in each State and 
Territory in relation to food standards. 
The Commonwealth gives no warranty that the information contained herein is 
correct and complete as legislation and food standards may change from time 
to time.  The Commonwealth shall not be liable for any loss howsoever 
caused whether due to negligence or other arising from the use of or reliance 
on the information contained in this document. 

--------------------------------------------------------------
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IMPORTANT FACTS ABOUT IMPORTING FOOD INTO 
AUSTRALIA.

1. INTRODUCTION. 
This document has been prepared to assist importers of food in understanding 
the requirements for the importation of food, the operation of the Australian 
Quarantine and Inspection Service’s (AQIS), Imported Food operations and to 
provide information on the interaction of other government agencies that work 
with AQIS to assist in keeping Australia’s food supply safe. 

2. IMPORTING FOOD INTO AUSTRALIA- WHO? HOW? WHY? 
The Imported Food inspection scheme is jointly run by AQIS and Food 
Standards Australia New Zealand (FSANZ), with FSANZ developing food risk 
assessment policy for the program and AQIS having operational responsibility 
for inspection and sampling. 
The legal basis for the inspection of imported food in Australia is the Imported
Food Control Act 1992 (the Act). 
Inspections of food against Australian requirements are carried out by 
authorised AQIS officers. 
The standards applied are those set down in the Australian Food Standards 
Code (FSC) and these same standards apply to food manufactured in 
Australia. FSANZ is responsible for developing and maintaining the FSC under 
the Australia New Zealand Food Authority Act 1991.  
The program is about ensuring that food is fit for human consumption and 
protecting public health and safety.  
3. IMPORTING FOOD – FOOD SAFETY – QUARANTINE AND CUSTOMS. 
The connection between AQIS’s responsibilities in respect to quarantine 
operations and the Imported Food’s operations is often confusing for importers 
of food.  
All food imported into Australia must in the first instance comply with the 
requirements of the Quarantine Act 1908 as applicable (for animal and plant 
disease control) and then the requirements of the Imported Food Control Act 
1992 for matters relating to food safety, which AQIS has regulatory 
responsibility for in the monitoring of imported food.  
To satisfy quarantine requirements it may be necessary for importers of certain 
food to obtain a Permit to Import Quarantine material. This is particularly so for 
fresh fruit and vegetables or food that may contain any milk, egg, meat or other 
animal products as an ingredient. To avoid unnecessary delays, importers 
should ensure that they obtain their quarantine permits prior to importing the 
food.  Please contact your nearest AQIS office for advice in this regard.  You 
can do initial checks for quarantine requirements by using the search facility for 
ICON on the AQIS website, 
http://www.aqis.gov.au/icon/asp/ex_querycontent.asp  
Imported foods may need to undergo a quarantine inspection to ensure they 
satisfy all quarantine requirements before they have an Imported Food (IF) 
inspection. A release issued after the quarantine inspection is not a clearance 
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from the IF inspection.  
Generally, all commercial imports require a formal entry to be lodged with the 
Australian Customs Service (ACS). This process can be undertaken either 
manually at a Customs office, or electronically through authorised access to 
ACS Commercial Systems (COMPILE).  
Entries may be lodged by importers or their Customs brokers. When details 
are lodged with Customs the brokers use the internationally recognised tariff 
classification system (a standardised numbering system used to individually 
identify goods).  AQIS asks Customs to identify and select food in these 
entries according to the food’s classification.  Under this arrangement all entry 
details relating to the food selected for inspection will be relayed to AQIS  
For those entries lodged electronically, where the goods are examinable under 
IF, a message will be automatically transmitted to the importer/broker via the 
COMPILE entry status screen. The message will be in the form:  

GOODS ARE EXAMINABLE UNDER THE IMPORTED FOOD  
CONTROL ACT. YOU MUST ARRANGE INSPECTION.  

Where entries are lodged manually and processed at Customs House, the 
entry will be assessed. Should IF conditions apply to the goods, the delivery 
copy of the entry will be stamped with an IF impediment message.  
AQIS also has responsibility for plant and animal interests. If food or it's 
packing material is of quarantine concern, A QUARANTINE CLEARANCE 
MUST BE OBTAINED. Where applicable, importers/brokers lodging entries 
electronically will receive a message to that effect on the COMPILE entry 
screen.  
COMPILE messages inform that there are obligations to fulfil before shipments 
can be finally cleared by IF.  
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4. FOOD INSPECTION CATEGORIES. 
All food imported into Australia is subject to the requirements of the Act and 
may be liable for inspection and/or analysis.  Under IF operations, foods are 
classified according to the potential risk to human health based on the nature 
of the food and historical inspection data.  
Food means anything you eat or drink, including raw materials and any 
additives that are added to food but excludes therapeutic goods. 
The three inspection categories are:  

4.1. Risk Category food  
These are foods that have been deemed to represent the highest potential risk 
to human health as categorised by FSANZ. All consignments of risk food 
lodged with Customs are referred to IF operations. The intensity of inspection 
applied to these foods depends on the compliance history of overseas 
producers (manufacturers or packers).  
Producers whose food products consistently comply with Australian 
requirements will be inspected at a less intensive rate than those with a low 
compliance rate. All producers will have their food inspected at the initial rate of 
100 % of consignments. Usually after five consecutive consignments have 
passed inspection the food will be inspected at a less intense rate of one in 
four consignments on a random basis. Twenty passes must be achieved 
before the rate reduces to one in twenty on a random basis, providing imports 
continue to pass inspection and the food continues to be imported at a steady 
rate.
Risk category foods are listed in section 14. 

4.2. Active Surveillance Category Food  
Certain classes of food are classified for active surveillance by FSANZ in order 
to gather more information about them. Though their previous inspection 
history, foods in this category have been identified as requiring a more 
intensive inspection regime to determine if the food should be categorised as 
Risk or return to the Random surveillance level.  
Food in this group is selected for inspection at a rate of approximately 10 per 
cent by country-of-origin.  
For example, if chocolate was classified for active surveillance, 10 per cent of 
chocolate consignments from Argentina, 10 per cent of chocolate 
consignments from Austria, 10 per cent of chocolate consignments from 
Denmark, and so on, would be referred to AQIS for IF clearance.  

4.3. Random Surveillance Category  
All other food not in the Risk or Active Surveillance Category is Random 
Surveillance Category food.  Food in this category is referred to AQIS by 
Customs at the rate of 5 per cent of all shipments by tariff classification for 
inspection.

5. FOOD IMPORTED FOR PRIVATE CONSUMPTION or TRADE SAMPLES 
A person may import limited quantities of food for private consumption. The 
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legislation sets out the amounts allowed for private consumption and trade 
samples. The amounts permitted are determined according to the kind of food 
being imported. 
Amounts greater than those allowed for private consumption or trade samples 
will be treated as commercial entries and will be subject to inspection and or 
analysis by IF. 
5.1. Private consumption 
The amounts of food allowed per person are by the class of food not the kind of 
food eg. 10 Kg of canned food not 10 Kg of each kind of canned food. 

�� For food in liquid form, up to 10 Litres,

�� For food not in liquid form up to 10 Kilograms,

�� For concentrated liquid food (however packed), that are used in the 
preparation of other food or are not usually consumed unless as part of a 
prepared food, not more than 2 Litres. e.g. fruit juice concentrate 

�� For moisture reduced food (however packed), other than liquid food, that is 
used in the preparation of other food or are not usually consumed unless as 
part of a prepared food, not more than 2 Kilograms net weight.  E.g. a 
powdered drink base, etc. 

�� For spices (however packed) that are used in the preparation of other food 
or are not usually consumed unless as part of a prepared food, not more 
than 1 Kilogram.

5.2. Trade Samples 
The amounts of food that may be imported as trade samples for the purposes 
of scientific or commercial evaluation are; 

�� for food in liquid form, up to 20 Litres,

�� for food not in liquid form up to 20 Kilograms. 
Food imported as trade samples must not be consumed by any person. 
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6. OBTAINING CLEARANCE FROM IMPORTED FOOD. 

6.1. Risk categorised food  
All electronic entries containing risk food are selected by the Customs system 
for referral to AQIS. At the time of lodging the electronic entry the 
broker/importer will be notified that the consignment of risk food must be 
transferred to AQIS.  After transferal the entry will be processed by AQIS and 
the broker/importer will be issued with a Food Control Certificate enabling the 
consignment to be moved from bond and indicate what lines of food in the 
consignment must be held pending an IF inspection. 
In circumstances where risk food has demonstrated continuing compliance 
with Australian standards they may be given a clearance without an inspection.  
If this is the case, the inspector will provide you with the necessary release 
document - the Food Control Certificate.  
If your consignment or part thereof is selected for inspection, you must hold the 
nominated food and contact your nearest AQIS office to arrange a mutually 
agreeable time and place for examination and/or sampling of the goods.  Risk 
category food will not be released until results of satisfactory laboratory 
analyses are returned.  

6.2. Food under Active Surveillance or Random Surveillance  
All active and random surveillance food that is referred to AQIS by ACS will be 
inspected and may have samples taken for analysis. Normally Active and 
Random Surveillance food are released after the initial inspection (providing 
the goods do not have any defects).   
The release is a permission to deal with the food before the results of an 
analysis is known. Importers may choose to hold the food until such time as 
the analytical results are known. This would avoid any additional costs 
associated with having to recall food should an analysis reveal that the food 
does not comply with the requirements of the FSC. 

6.3. Food under Holding Orders
A holding order is an administrative mechanism ensuring future shipments of a 
food that has previously failed to comply with Australian standards, is referred 
to AQIS for inspection. Holding Orders are applied to the kind of food sourced 
from a manufacturer and a specific country of origin. Once detained, the goods 
must be held pending the results of the inspection or the return of satisfactory 
laboratory results. On passing inspection and/or analysis the food is released 
to the importer.  
For all categories indicated above importers should contact their local AQIS 
imported food office to arrange a mutually agreeable time and place for 
examination and possible sampling of the goods. 
7. WHAT HAPPENS DURING AN IMPORTED FOOD INSPECTION? 
AQIS IF inspectors check the food against the requirements of the FSC. 
Inspectors examine all referred food for labelling compliance and perform a 
visual inspection of the food. The visual inspection involves examining the 
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package for defects and, where necessary, opening the packages to look for 
any contamination.  
Labelling inspections are performed to ensure that the label;  

�� is in English,  

�� has the correct name or commercial description of the food which in 
some cases includes names prescribed by the FSC,  

�� has importer details,  

�� has the country of origin declared,  

�� has lot identification (lot codes and details of the manufacturer),  

�� has use by dates (in the correct format),  

�� has a statement of ingredients (as required), 

�� does not contain prohibited statements or claims 

�� where required, has advisory statements or mandatory warning 
statements.  

On 20 December 2000, the original FSC was amended to include the new joint 
Australia New Zealand Food Standards Code. 
The FSC then consisted of two parts, 
 Volume 1 (the old Food Standards Code) and 
 Volume 2 (the new joint Australia New Zealand Food Standards Code). 
During the two year transition period importers could choose to comply with 
either Volume 1 or Volume 2 but not a combination of both. 
Volume 1 does not require nutritional labelling except where a nutritional claim 
is made on the main label. Volume 2 however requires nutritional labelling on 
virtually all packaged food in the form prescribed in the FSC. 
Australian food law does not permit the use of health claims or claims of 
therapeutic or prophylactic action on food labels other than those expressly 
permitted by the FSC. 
Having a food assessed before importation greatly reduces the risk of delays 
and any additional expenses should the food be found not to comply upon 
arrival in Australia.  As labelling failures feature prominently in the overall rate 
of imported food failures, AQIS currently gives importers permission to deal 
with their food at the time of importation so that they may inspect and correct 
only labelling deficiencies, prior to booking an IF inspection. 
Should an inspection determine that a food does not comply with the 
requirements of the FSC, AQIS may allow corrective action to be taken to bring 
the food into compliance.  This may only be done with AQIS approval and 
where it is appropriate and practical to do so.  Where corrective action is 
undertaken AQIS will re-inspect the food for compliance with the FSC.  The 
food must comply with the FSC before it can be released onto the domestic 
market.
At the time of the inspection, the officer may take samples for laboratory 
analysis to determine where required, the food's microbiological status, levels 
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of any pesticide residues, the correct use of additives and the food's 
composition. The inspecting officer will inform you what tests are considered 
necessary and why. 
Only those laboratories appointed as analysts under the Imported Food 
Control Act 1992 may be used for the analysis of samples drawn from 
imported food. Use of those laboratories must be in accordance with 
procedures set down by AQIS. 
A list of appointed laboratories is available on the AQIS web site, 
http://www.aqis.gov.au, or from your nearest AQIS regional office. 
It is the importer’s responsibility to ensure that the food they import, complies 
with the requirements of the Australian Food Standards Code (FSC), so should 
acquaint themselves with the relevant standards applicable to the kind of food 
they import. The requirements of the FSC can be complex and if importers are 
not sure if their food complies it is suggested that they consultant a food 
technologist or seek legal advice. 

8. WHAT HAPPENS TO FOOD THAT DOESN’T COMPLY? 
Where a food fails an inspection and/or analysis, the options available to the 
importer are to:  

�� treat the food, 

�� re-export the food,  

�� destroy the food, or  

�� downgrade the food. (e.g. for use as animal food or fertiliser)  
Options for dealing with food that fails inspection must be discussed with 
officers of IF. Where a food fails an inspection and/or analysis the options 
available are considered on a case-by-case basis.  

In some cases, product may be re-worked (treated) to correct the problem. eg. 
correcting labelling deficiencies by the application of stick on label with the 
required information. In other cases you may be given the option of 
re-exporting the food.  

However, in situations where the food is unfit for human consumption and 
treatment is impractical, AQIS may insist upon destruction of the failing food. 

9. REASONS WHY A FOOD MAY NOT COMPLY 
Reasons foods do not comply with Australia’s standards include: 

�� containing prohibited plants or fungi or derivatives thereof, 

�� containing either illegal additives or permitted additives in excess of 
amounts allowed, 

�� containing residues of agricultural or veterinary chemicals for which no 
maximum levels have been established in Australia or where levels are 
established the residues exceed permitted levels, 

�� the food may be a prohibited import, refer to listings in the Australian 
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Customs Prohibited Import Regulations.  Some foods and additives 
listed in this legislation may be permitted entry after complying with 
certain requirements. eg kava and xylitol require import permits issued 
by TGA and FSANZ respectively. 
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10. Examples of problems found during inspections and analysis of 
imported food. 
In the following table Column 1 lists some elements and contaminants that 
have particular requirements/levels in food. Column 2, lists the kinds of 
detections made by the program and Column 3 lists the food that are 
frequently found to have excessive levels of these elements or contaminants 
or are illegally added. 

Elements Detections Food

Labelling various non-compliances; 
from no labelling at all to 
incomplete labelling. 

All food types. 

Aflatoxins above permitted levels. peanuts and peanut products, other 
nuts. 

Patulin above permitted levels. Apple juice 

Agricultural
chemical
residues

above permitted levels. Sesame seeds, sultanas, processed 
fruit and vegetable products. 

Artificial
Sweeteners 

above permitted levels or 
used illegally in food. 

Various food and preserved fruits. 

Colourings above permitted levels 
or use of illegal colours. 

biscuits, confectionery, beverages, 
preserved fruits, snack food. 

Ethylene oxide excessive levels. paprika, capsicum spices. 

Heavy Metals above permitted 
concentrations

dried mushrooms (lead/mercury), 
prawn crackers (mercury), spices 
(arsenic), canned crustaceans (zinc, 
selenium) sultanas (lead) cocoa 
powder (lead). 

Moulds at levels rendering the 
food unfit for human 
consumption.

oranges, walnuts, pickled olives. 

Preservatives above permitted levels or 
used illegally in food. 

sauces, ginger, sun dried tomatoes 
and pickled products (benzoic or 
sorbic acid, sodium benzoate, sulfur 
dioxide, succinic acid, potassium 
sorbate)

Foreign matter dead rodents. 

feathers, stones, cigarette 
butts. 

  insects or larvae. 

in jars of olives. 

in packaged dates. 

in nuts and nut chocolates, pickled 
olives.

Escherichia
coli

above permitted levels seafood products, kava, spices. 

Salmonella in food where none is 
permitted.

paprika, pepper, coconut, cooked 
crustaceans. 

Listeria
monocytogene
s

in food where none is 
permitted.

smoked vacuum packed fish, soft 
cheeses.
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11. IMPORTING FOOD UNDER CERTIFICATION - AN OPTION. 
As an alternative to the routine levels of inspection, AQIS has agreements with 
a number of overseas Government agencies whereby certification for certain 
kinds of food issued by these agencies will be accepted by AQIS.  
Food accompanied by acceptable certification is generally allowed entry 
without further testing. Exceptions are inspection and sampling for audit 
purposes, or where an authorised officer has some concern about a particular 
consignment.
Agreements presently exist with: 

Country Certifying agency Types of food covered 

Canada Canadian Food Inspection Agency 
(CFIA)

All seafood products 

China 

Entry-Exit Inspection and 
Quarantine of the Peoples 
Republic (CIQ) 

Canned mushrooms from approved source. 
(This certificate does not exempt food from 
inspection but must accompany shipments 
to obtain entry).

India Export Inspection Council All seafood products 

Malaysia Ministry of Health, Malaysia. All Risk food 

New Zealand Ministry of Agriculture and 
Fisheries (MAF) 

Cooked & frozen Crustaceans, Molluscs, 
smoked and vacuum packed fish/seafood. 
Fish for mercury testing and cheese. 

Norway Norwegian Institute for Food and 
Environmental Analysis (Norsk 
Matanalyse). 

Cheese only 

Philippines Food Development Centre (NFA) All food 

Singapore Food Control Department - 
Ministry of Environment,  

Agri-food and Veterinary Authority 
of Singapore 

Soy and Oyster sauces and sauces 
containing these as ingredients 

Food other than those certified by the 
Ministry of environment. 

 Thai Department of Fisheries, 
Ministry of Agriculture and 
Cooperatives 

Cooked & frozen crustaceans. molluscs, 
fish products. 

Thailand Department of Medical Science. Risk food only. 

 Centre for Export Inspection and 
Certification of Agricultural 
Products (CEICAP), Department 
of Agriculture and Ministry of 
Agriculture and Cooperatives 

All food 

Only the kinds of certificates agreed to under the arrangements will be 
recognised by AQIS.  
To obtain up to date information about approved certifying agencies and the 
food covered, contact your local AQIS office.  
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12. QUALITY ASSURANCE. 
AQIS has the facility to enter into quality assurance (QA) agreements with 
overseas manufacturing establishments. 
Under a QA arrangement, the supplying company must have a documented 
operating Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) based quality 
systems capable of delivering food that meets Australians standards. 
The system must be based on the ISO 9000 series quality management 
standards. 
For further details on QA systems for overseas manufacturers, obtain a copy of  
“Quality Assurance (QA) Arrangements – Guidelines for the Imported Food 
Program” from your local AQIS office. 

13. FEES. 
As at October 2002 there is an initial charge of $80 for the first half hour 
inspection, $35.50 for the processing of documentation and a $8 electronic 
lodgement fee.  
Food consignments accompanied by acceptable certificates are charged a fee 
of $43.50.  
Importers are also liable for the costs of any analyses carried out by 
laboratories. These charges are invoiced separately by the respective 
laboratories.  
Please note that fees may change, to obtain up to date information about 
inspection charges, please contact your local imported food program office.  
For charges associated with laboratory analyses please contact the laboratory 
concerned. 
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14. RISK CATEGORISED FOOD COMMODITIES 

Beef (For BSE) (whether cooked or uncooked and whether or not chilled or 
frozen).
Beef Products (For BSE) (whether cooked or uncooked and whether or not 
chilled or frozen) 
(Excluding milk and dairy products, gelatine, fats and tallows, collagen from 
bovine skins and hides). 
----------
Cheese
Of the following kinds: 

a) Curd; 
b) Fresh cheese that is not fermented, including whey     
cheese;     
c) Soft cheese; 
d) Soft smoked cheese; 
e) Surface-ripened cheese. 

Cooked chicken meat and cooked chicken meat products (whether or not 
chilled or frozen)   
(Excluding canned product that is commercially heat treated). 
Cinnamon that is dried (whether or not crushed or ground). 
Coconut dried (all forms). 
Cooked manufactured meat, including meat pastes and pate. 
Crustaceans cooked (whether or not chilled or frozen)
Including cooked peeled prawns.   
(Excluding canned product that is commercially heat treated). 
Fish
Of the following kinds: 

a) All Shark (including Dogfish), Rexea solandri (Gemfish,      
Note; sometimes mistakenly referred to as NZ hake), and 
tuna (whether whole or as fillets, whether dried or not or 
whether chilled or frozen). 
b) Canned tuna and tuna products (whether whole or as 
fillets, whether dried or not or whether chilled or frozen) 
c) Vacuum packed fish that is smoked or smoke flavoured 
(whether whole or as fillets, whether dried or not or 
whether chilled or frozen) 

Marinara mix (whether chilled or frozen whether raw, blanched or cooked). 
(Excluding canned product that is commercially heat treated). 
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Molluscs, ready for consumption (whether chilled or frozen).  Oysters, 
mussels, clams, cockles scallops etc. 
Includes marinated mussels that are ready for consumption. 
(Excluding goods packed in metal cans, glass jars or glass bottles that have 
been commercially heat treated). 
Mushrooms (canned) 
Includes mushrooms in glass jars. 
Oyster sauces, including any sauce that contains oyster sauce as an 
ingredient.
Paprika, dried (whether or not crushed, ground or chipped).
Peanuts that are raw, blanched or roasted (whether in shells or shelled, 
whether or not crushed or ground). 
Including all peanut products and food containing greater than 5% peanut or 
peanut products as an ingredient. 
Pepper dried (whether or not whole, crushed or ground).
Cooked pig meat, including cooked cured pig meat (whether chilled or 
frozen)
(Excluding canned product that is commercially heat treated). 
Soy sauce and soy sauce powder, including any sauce that contains soy 
sauce as an ingredient. 
Uncooked manufactured meat, all salamis and the like that have not been 
cooked. (Whether chilled or frozen)
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15. ACRONYMS 

ACS Australian Customs Service 

AGAL Australian Government Analytical Laboratory 

FSANZ Food Standards Australia New Zealand 

AQA Approved Quality Assurance 

AQIS Australian Quarantine and Inspection Service 

COMPILE The Australian Customs Service computer system for the 
electronic lodgment of import entries. 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point 

IFCC Imported Food Consultative Committee 

IF Imported Food 

ISO 9000 International Standards Organisation 9000. 

QA Quality Assurance 

TGA Therapeutic Goods Administration 
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16. IMPORTED FOOD CONTACTS 
AQIS requests that all initial inquiries be directed to your nearest Imported Food Program 
office during normal business hours.  Senior IFP officers may be contacted on the 
following:  

ACT Central Office QUEENSLAND

Food Safety Unit Brisbane

Phone:

Fax:
Dept Switch: 
Email: 

 02 6272 4934 

 02 6272 5888 
 02 6272 3933 
foodimp@aqis.gov.au

Mr Richard Poli 
Phone:  
Mobile: 

Mr Tim Anderson 
Phone:  

Fax:
Switch:

 07 3246 8715 
 0419 701 112 

 07 3246 8675 

 07 3246 8696 
 07 3246 8755 

TASMANIA Cairns

Mr Mike Long  
Phone:

Fax:
Switch:
Email: 

 03 6233 3036 

 03 6234 6785 
 03 6233 3626 
tasimpfood@aqis.gov.au

Ms Kara Spofford
Phone:  

Fax:
Switch:
Email: 

 07 4030 7839  

 07 4030 7843 
 07 4030 7800 
qldimpfood@aqis.gov.au

VICTORIA SOUTH AUSTRALIA

 Mr Bob Henwood 
 Phone: 
 Mobile: 

Ms Marisa Perri 
Phone:  
Mobile:  

Fax:
Switch:
Email: 

 03 8318 6905 
 0438 348 531 

 03 8318 6902 
 0419 995 810 

 03 8318 6906 
 03 8318 6700 
vicimpfood@aqis.gov.au

Mr Ed Thomas 
Phone:  
Mobile:  

Fax:
Switch:
Email: 

 08 8305 9745 
 0418 839 768 

 08 8305 9820 
 08 8305 9700 
saimpfood@aqis.gov.au

NEW SOUTH WALES & ACT NORTHERN TERRITORY

 Ms Keti 
Josifovski  Phone:  
 Mobile:  

 Fax: 
 Switch: 
 Email: 

 02 8334 7475 
 0408 379 484  

 02 8334 7470 
 02 8334 7444 
nswimpfood@aqis.gov.au

Mr Robin Hansen 
Phone:  
Mobile:  

Fax:
Depot Manager: 
Email: 

 08 8999 2136 
 0419 037 394 

 08 8999 2108 
 08 8999 2109 
ntimpfood@aqis.gov.au
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〇参考資料 
 

１ オーストラリア主要都市の日本食レストランの店舗数 

 

２ シドニーの主な日本食レストラン 
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参考資料 

 

１．オーストラリア主要都市の日本食レストランの店舗数 

  （日本語情報誌「オーストラリア生活便利電話帳」より作成。他の地方都市にも数軒

の日本食レストランがある） 

 シドニー        120 店 

 メルボルン       64 店 

 ゴールドコースト   30店 

 パース            13 店 

 ブリスベン      10 店 

 ケアンズ          9 店 

 アデレード         5 店 

 キャンベラ         3 店 

 カウラ        1 店 

 アルバニー      1 店 

  合 計      256 店 

 

 

２．シドニーの主な日本食レストラン 

 

「四季」 

住所：Cnr. Argyle & Harrington Street, The Rocks, Sydney NSW 2000 

電話：(02)9252-2431 

Web：Shiki.citysearch.com.au 

e-mail：summersanta@iform.com.au 

＜主なメニュー＞ 

・天ぷら 26.50 ドル 

・和風ステーキ 29.50 ドル 

・さしみ盛り合わせ 32.00 ドル 

・握りずし盛り合わせ 33.00 ドル 

・コース（10品） 10.00 ドル 

 

＜日本産品材料の有無＞ 

だしの素材、みそ等の調味料は日本産。また、ほたても肉厚で大きい日本産のみを使用。

それ以外の日本食材は、オーストラリア産などで調達可能。 
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＜利用客の概要＞ 

 日本人が６割程度。日本人観光客ツアーの昼食又は夕食にも利用されている。個室を有

数する数少ない日本食レストランの一つであり、ビジネス関係での利用が多い。 

 

＜オーナー、マスター、料理人等が日本人か否か＞ 

 いずれも日本人。 

 

＜お店のランク＞ 

上～中級店。 

 

＜1人当たりの平均費用（ディナー）＞ 

50～70ドル。 

 

＜必要な日本食材＞ 

「ゆず」、「すだち」等の酸用かんきつ類。 

 

 

 

「茜屋」 

住所：28 King Street, Sydney, NSW 2000 

電話：(02)9272-1141 

「主なメニュー」 

・若鶏のから揚げ定食 11.80 ドル 

・にぎり鮨      12.00 ドル 

・さば塩定食定食   12.80 ドル 

・メンチカツ定食   13.80 ドル 

・天ぷら定食     14.50 ドル 

 

＜日本産品材料の有無＞ 

 必要な日本食材は、日系食品卸売業者から納品。一定の品質であれば、必ずしも日本産

にはこだわらないが、こんぶ、かつおぶし、みそ、納豆については、シェフのこだわりも

あり、日本産を使用している。また、ほたては、時期によってはオーストラリア産よりも

日本産のほうが安価であり、使用している。 
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＜利用客の概要（日本人の割合等）＞ 

日本人５割、オーストラリア人５割。職場の同僚や友人とのカジュアルな食事の場とし

て利用されている。 

 

＜オーナー、マスター、料理人等が日本人か否か＞ 

いずれも日本人。 

 

＜お店のランク＞ 

中級店。 

 

＜1人当たりの平均費用（ディナー）＞ 

 30～50ドル。 

 

＜必要な日本食材＞ 

 自家製ポン酢を作るための「だいだい」。 

 

 

 

「炉ばた家」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所：Shop5 187-197 Military Road, Neutral Bay 2089 

電話：(02)9953-5885 
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＜主なメニュー＞ 

・串焼き盛り合わせ   10.00 ドル 

・さしみ盛り合わせ  18.00 ドル 

・えび塩焼き       9.90 ドル 

・さんま塩焼き      5.50 ドル 

・鉄火巻き       6.50 ドル 

 

＜日本産品材料の有無＞ 

 みそ、醤油、酒、かつおぶし、昆布、調味料は、日本産。また、同店のメインである「炉

端焼き」のうち、鮎、さんま、ほっけ、ほたてなども日本産。 

 

＜利用客の概要＞ 

日本人が5割程度。日本食の中でも「炉端焼き」というオーストラリア人にはなじみの

薄い料理であることから、開店当初（2003年）は日本人が大部分を占めていたが、最近は、

口コミなどによりオーストラリア人の利用客が増加傾向。 

 

＜オーナー、マスター、料理人等が日本人か否か＞ 

いずれも日本人。 

 

＜お店のランク＞ 

中級～大衆店。 

 

＜1人当たりの平均費用（ディナー）＞ 

30～50ドル。 

 

＜必要な日本食材＞ 

 ゆず、みつば、大葉など、当地で入手が困難な食材。 
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「豪州ラーメン亭」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所：Shop2 5 York Street, Sydney NSW 2000 

電話：(02)9290-3745 

＜主なメニュー＞ 

・みそラーメン 9.00ドル 

・五目焼きそば 10.50 ドル 

・中華飯 9.00ドル 

・カレーライス 9.00ドル 

・肉野菜炒め定食 11.00 ドル 

・餃子 6.00 ドル 

 

＜日本産品材料の有無＞ 

 みそをはじめとした調味料は日本産を利用している以外は、オーストラリア又はその他

外国産。低価格で提供するためには、日本産でしか入手できないものを除き、安価なオー

ストラリア産等を活用。 

 

＜利用客の概要＞（日本人の割合、利用目的等） 

日本人が5割程度。オーストラリア人はアジア系が多い。 

 

＜オーナー、マスター、料理人等が日本人か否か＞ 
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いずれも日本人。 

＜お店のランク」＞ 

大衆店。 

 

＜1人当たりの平均費用（ディナー）＞ 

10～15ドル。 

 

＜必要な日本食材＞ 

 特になし。 
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