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は じ め に 
 
 
世界的に見てアメリカは非常に大きな花きマーケットでありますが、日本か

らの花きの輸出はわずかに留まっています。また、日本や欧州のように花きの

流通は、市場流通を主体にせず、卸機能をもつ大規模生産者や地域ごとに存在

する卸売業者がそれぞれの企業方針で流通を担っているため、日本では現地の

正確な花き産業の動向が把握されておらず、信用できる正確な情報がない状況

にあります。 
このため、主要な地域（州、特別自治区、都市）における販売・消費等の市

場実態調査、検疫制度調査等を実施し、日本からの輸出拡大の可能性を分析し、

その結果を日本産花きの輸出を目指す生産者や産地等の関係者に広く知らせる

ことが強く求められています。 
当センターでは、「平成２０年度農林水産物貿易円滑化推進委託事業のうち海

外貿易制度等調査（アメリカ花き品目別市場実態調査）」の委託を受け、アメリ

カにおける花きの市場実態等を調査し、この成果を本報告書として取りまとめ

たところであります。 
なお、調査対象地域は、最大の花き消費地であるニューヨーク州を中心に現

地調査を実施し、イリノイ州シカゴおよびカリフォルニア州についても現地調

査を行いました。 
本報告書の実施に当たり、業界関係者をはじめ多くの方々からご協力をいた

だきましたことに対しまして厚く御礼申し上げます。 
 

 
平成２１年３月 
 

財団法人日本花普及センター 
会 長 佐 藤 安 弘 
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Ⅰ 定量的調査 

 
１ アメリカの花き産業統計情報の収集 
 米国内の卸業者およびフローリストへのヒアリングを実施し、米国内におけ

る花き産業統計の有無について調査を行った結果、アメリカの花き業界団体と

して The Society of American Florists（米国フローリスト協会）が全米規模での産

業統計の取りまとめを行っていることを把握した。同協会は全米の花き産業に

関する統計情報を有償で公開しており、同協会が公開する情報が米国で最も参

考に値する統計情報であると業界では認識されている。ただし、米国内の業界

内では統計情報に関する情報に対する関心は極めて低く、欧州や日本と比べて

統計情報を用いたマーケティング手法はさほど重要性をもたないものと感じら

れた。以下、得られた統計情報をとりまとめ掲載する。 
 
（１）花き販売量と金額の動向 
 
 アメリカでは国勢調査が５年に１度実施され、花き産業に関しても調査が行

われている。最新の国勢調査は２００５年であり、現在入手可能な最新情報は

ほとんどが同年のものとなっている。 
 ２００３年から２００５年までの３年間では世帯当たりの花き平均購入額が

毎年上昇し、年間支出総額も増えている（表１）。一方で、購入回数について

は２００３年に急激に増加したものの、その後低下しているが（図１）、1 回あ

たりの購入金額は上昇傾向にある（図２）。品目別の販売割合は花壇苗が最も

多く、次いで切花、鉢物、葉物、造花・ドライフラワーとなっており（図３）、

ガーデン需要が多いことが見て取れる。花きの購入場所としては量販店が一番

多く、次いで一般小売店、伝統的な花屋の順となっている（図４）。  
 
【表１】米国における１世帯当たりの花きの平均購入額及び年間支出総額 

 平均購入額 推移（％） 年間支出総額 推移（％） 
２００３年 ＄１６．０４ － ＄９２．７５  
２００４年 ＄１６．６３ ３．７ ＄９４．７９ ２．２ 
２００５年 ＄１７．４９ ５．２ ９７．６４ ３．０ 

〔出所：” The Changing Floriculture Industry, A Statusutucal Overview, Fourth Edition, 
2007” The Society of American Florists’ Business & Economic Trends Committee を元に作成 
以下全て同じ〕 
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 【図１】米国における１世帯当たりの花きの購入回数の推移（単位：回） 

 

  
【図２】米国における１回当たりの花きの購入金額の推移（単位：ＵＳドル） 
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【図３】米国における花きの品目別販売割合 

 
 
【図４】米国における花きの購入先別割合 
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 花き購入者の性別分布では女性が圧倒的に多く、年齢別分布では消費の７

５％が４０歳以上の消費者で占められている（図５）。 
 
【図５】米国における花き購入者の性別比率及び年齢別比率 

 
購入機会別にみると、物日によっての購入傾向が異なる。切花であると、「ボ

スの日」、「スイーテストデー」、「バレンタインデー」で購入比率が著しく

高く、鉢物では「クリスマス」や「父の日」で鉢物を購入比率が高くなる傾向

がみられる（図６）。 
 
【図６】米国における物日に購入される花き品目割合 
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 【表２】米国における花き需要に関係する物日 
物日の名称 日にち 備考 
Boss’ Day 
（ボスの日） 

１０月１６日 会社の上司に感謝を表す日。 

Christmas 
（クリスマス） 

１２月２５日 キリスト教の記念日でイエス・

キリストの誕生を祝う。 

Chanukah 
（ハヌカー） 

ユダヤ歴「キスレ

ブ」の月の２５日

から８日間 

ユダヤ教の年中行事のひとつ。

２００９年は１２月１１日～１

９日。 

Easter 
（イースター／復活祭） 

春分の日の後の最

初の満月の次の日

曜日 

キリスト教の祝日で、イエス・

キリストがよみがえったことを

記念する。２００９年は４月１

２日（正教は１９日） 
Passover 
（ペサハ／過越祭） 

ユ ダ ヤ 暦 １ 月

（Nisan）の１４日

から８日間 

ユダヤ教の祝日で、エジプトか

らの脱出を祝うもの。 

Farther’s Day 
（父の日） 

６月の第３日曜日 父へ感謝を表す日。アメリカの

祝日。 

Grandparent’s Day 
（祖父母の日） 

９月第２日曜日 祖父母へ感謝を表す日。 

Halloween 
（ハロウィン） 

１０月３１日 カトリックの諸聖人の日（万聖

節）である１１月１日の前晩に

行われる伝統行事。 
Mother’s Day 
（母の日） 

５月の第２日曜日 母への感謝を表す日。アメリカ

の祝日。 

St. Patrick’s Day 
（聖パトリック・デー） 

３月１７日 アイルランドにキリスト教を広

めた聖人聖パトリックの命日。 

Administrative Professional Day 
（秘書の日） 

４月の７日間ある

週の最後の水曜日 

ボスが秘書やスタッフに感謝を

表す日。 

Sweetert Day 
（スウィーテストデー） 

１０月の第３土曜

日 

愛する人に愛を表現する日。ま

たは友人へ感謝を表す日。お菓

子や花が贈られる。 
Thanksgiving Day 
（感謝祭） 

１１月の第４木曜

日（アメリカ） 

イギリスからの移住者（ピルグ

リム）の初めての収穫を記念し

たお祭り。アメリカとカナダの

祝日。カナダは１０月の第２月

曜日。 
Valentine’s Day 
（バレンタインデー） 

２月１４日 男女の愛の誓いの日。 
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また、物日以外では全般的に切花購入比率が高いが、自宅用には圧倒的に鉢

物購入比率が高い傾向にある（図７）。 
 
【図７】米国における物日以外の花き購入機会における品目別割合 
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るまでにいたっており、零細規模の生産者は生き残れない状況にある（表３－
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【表３－１】米国における売上規模別の花き生産者数 
全生産者 売上が１０万ドル以上の生産者 

年 生産者 
売上高 

（単位：千ドル） 
生産者数 

全生産者
に占める

割合 

売上高 
（単位：千ドル） 

全体の売
上比率 

1991 9,312 $2,910,213 3,687 39.6% $2,658,555 91.3% 

1992 10,395 $3,135,974 4,566 43.9% $2,874,734 91.7% 

1993 10,463 $3,073,126 4,585 43.8% $2,810,296 91.5% 

1994 10,263 $3,246,912 4,635 45.2% $2,993,427 92.2% 

1995 10,158 $3,328,632 4,657 45.9% $3,073,797 92.3% 

1996 10,070 $3,407,320 4,683 46.5% $3,152,305 92.5% 

1997 12,717 $3,896,050 5,244 41.2% $3,557,545 91.3% 

1998 12,259 $3,947,517 5,199 42.4% $3,641,232 92.2% 

1999 11,625 $4,096,560 4,793 41.2% $3,772,275 92.1% 

2000 11,624 $4,576,585 4,851 41.7% $4,253,980 93.0% 

2001 11,081 $4,802,555 4,738 42.8% $4,496,225 93.6% 

2002 12,916 $5,089,514 4,974 38.5% $4,754,177 93.4% 

2003 11,996 $5,082,172 4,732 39.4% $4,769,887 93.9% 

2004 11,385 $5,284,643 4,612 40.5% $4,985,408 94.3% 

2005 10,563 $5,363,021 4,412 41.8% $5,083,421 94.8% 

（備考：２００５年は概算値） 

 
【 表 ３ － ２ 】 米 国 に お け る 売 上 規 模 別 花 き 生 産 者 数 の 推 移
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【表３－３】米国における売上規模別花き生産額の推移 

 

 
 アメリカ国内での花き生産における栽培種別では、花壇苗、草本性宿根草、

鉢花、観葉、切花、切葉の順に生産者数が多いが、切花と切葉の生産者はきわ

だって少ない。恵まれた気候条件を活かして低コスト大量生産を実践する南米

をはじめとする諸外国からの輸入商品との激しい競合のあおりを受けやすい切

花と葉物の生産を敬遠する傾向が強いことが伺える（図８）。 
 
【図８】米国における種類別花き生産者数（２００５年） 

（売上１０万ドルの経営規模） 
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国内生産が盛んな切花品目としては、チューリップ、ユリ、グラジオラス、

ガーベラ、バラ、アイリスが圧倒的に多く、その他にもキンギョソウ、デルフ

ィニウムとラークスパーなどの生産が比較的多い（図４） 
 
 【図４】米国における主要品目の生産量（２００６年） 

品目名 
生産量 

（単位：1,000 本） 

チューリップ 118,156 

ユリ 114,081 

グラジオラス 105,414 

ガーベラ 104,675 

バラ 99,737 

アイリス 88,739 

キンギョソウ 46,126 

ﾃﾞﾙﾌｨﾆｳﾑ・ﾗｸｽﾊﾟｰ 33,199 

ピンポンギク 12,318 

トルコギキョウ 12,282 

ラン 10,346 

カーネーション（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ） 8,953 

アルストロメリア 7,257 

キク 164 

 
 
（３）  花き輸入量の動向 
 
 アメリカは鉢物に対しては厳しい輸入規制を敷いていることは周知の事実で

ある。そのため基本的にほとんどの鉢物は輸入が事実上不可能となっており、

輸入される花きのほとんどが切花である。 
切花輸入量は、世界を震撼させたアメリカ同時多発テロ事件直後の２００１

年と２００２年に激減したものの、その後増加の一途をたどっており輸入切花

の市場における重要度は年々高まってきている（図９）。 
 重要品目とされるバラ、スタンダードカーネーション、ピンポンギクの輸入

量の推移と国内生産量の推移を見てみると、いずれも輸入量が増加の一途をた

どっているのに対し、国内生産量は減少の一途をたどっていることがわかる（図

１０～１２）。 
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【図９】アメリカにおける切花の輸入量の推移（単位：千本） 

 
 
 
【図１０】バラの国内生産額と輸入量の推移（単位：千本、％） 

 
     ■ 国内生産   ◆  総供給量に占める国産の割合（％） 
     ■ 輸  入   ●  総供給量に占める国産の割合（％） 
     （※２００５年のデータは概算値） 

 
  

（千本） 

（千本） 

（％） 
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【図１１】カーネーション（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）の国内生産額と輸入量の推移 
（単位：千本、％） 

 

     ■ 国内生産   ◆  総供給量に占める国産の割合（％） 
     ■ 輸  入   ●  総供給量に占める国産の割合（％） 
     （※２００５年のデータは概算値） 

      
【図１２】ピンポンギクにおける国内生産額と輸入量の推移（単位：千本、％） 

 
     ■ 国内生産   ◆  総供給量に占める国産の割合（％） 
     ■ 輸  入   ●  総供給量に占める国産の割合（％） 
     （※２００５年のデータは概算値） 

（千本） 
（％） 

（千本） 
（％） 
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２ 小売店における主要品目の小売価格の動向 
 
 アメリカ国内の生花店の軒数の統計を見てみると（図１３）、上位はカリフ

ォルニア、テキサス、フロリダといった広大な面積の州が名を連ねるなか、ニ

ューヨークとニューヨーク隣接するペンシルバニア、そして五大湖に面する工

業都市シカゴを有するイリノイ州は、面積のわりに生花店が多く、また全体的

に見て全土の東側の州に生花店が比較的多くあることが伺える。 
 これを、州ごとの人口で割った、生花店 1 軒あたりの人口では（図１４）、

アリゾナ、ネバダ、カリフォルニア、ユタ州といった西側と、中南部のテキサ

ス州といった面積が比較的大きいところが上位を占めている。この結果は、単

に生花店が少ないという側面と、人口が多いという側面と両方の要因が考えら

れる。アリゾナ、ネバダ、ユタ州は前者にあたり、ロサンゼルス、サンフラン

シスコを抱えるカリフォルニアとダラス、ヒューストンを抱えるテキサス州は

後者に当たる。 
 各州における生花店の平均売上高は、上位からデラウエア、ハワイ、ミネソ

タ、メリーランド、コネチカット、マサチューセッツ、ニューヨーク、イリノ

イ州の順に続き、ハワイ州を除きニューヨークを中心とした北東部と五大湖州

周辺の州が上位を占める（図１５）。 
 これを各州の人口で割り戻し、州人口 1人当たりの年間購入額を算出すると、

上述の消費地の傾向が更に浮き彫りとなる。（図１６）。 
 
【図１３】各州における生花店軒数 ２００２年（単位：軒数） 
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【図１４】各州における生花店１軒当たりの人口 ２００２年（単位：人） 

 
 
【図１５】各州の生花店における平均売上 ２００２年（単位：ＵＳドル） 
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【図１６】州人口１人当たりの年間購入額 ２００２年（単位：ＵＳドル） 

 
 
 

【表５】アメリカにおける生花店数等の多い上位５州 

順位 生花店軒数 
生花店の 
１軒当たり 
の人口 

生花店の 
平均売上 

州人口 
１人当たりの 
年間購入額 

１ 
カリフォルニア 
（１,９４３軒） 

アリゾナ 
（21,231 人） 

デラウエア 
（＄404,164） 

アリゾナ 
（＄21,231） 

２ 
ニューヨーク 

（１,５０１軒） 
ネバダ 

（18,900 人） 
ハワイ 

（＄388,100） 
ネバダ 

（＄18,900） 

３ 
テキサス 

（１,４６７軒） 
カリフォルニア 
（18,073 人） 

ミネソタ 
（＄384,919） 

カリフォルニア 
（＄18,073） 

４ 
フロリダ 

（１,１６４軒） 
ユタ 

（16,196 人） 
メリーランド 

（＄368,874） 
ユタ 

（＄16,196） 

５ 
ペンシルバニア 
（１,１１０軒） 

テキサス 
（14,847 人） 

コネクチカット 
（＄353,045） 

メリーランド 
（＄14,995） 

（図１３～１７を元に制作） 
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Ⅱ 定性的調査 

 
１ 主要な地域に対する輸出可能性調査 

 
アメリカ政府が実施するセンサスにより公表されている主要都（ニューヨー

ク市、ロサンゼルスカウンティ、ロサンゼルス市、サンフランシスコ市、シカ

ゴ市）の統計情報（参照元：http://www.census.gov/）によると、人口がもっと

も多いのはロサンゼルスカウンティの 3,176,441 人、次いでニューヨーク市の

3,022,151 人、ロサンゼルス市の 1,274,791 人、シカゴの 1,014,124 人であり、サ

ンフランシスコの 321,692 人が最も少なかった。 
一人当たり平均所得の最も高い都市はサンフランシスコ市の 43,013 ドルと突

出していた。次いでニューヨーク市の 28,610 ドルであり、それ以外の都市はす

べて 25,000 ドル台であり大きな差はみられなかった。 
人口と所得のバランスを考慮すると、潜在的な花き需要が最も高いと考えら

れる都市はニューヨークであると考えられ、次いでロサンゼルスカウンティ、

ロサンゼルス市は潜在的な需要が高いものと推測される（巻末付表参照）。 
 実際、州別花き卸売業者数を示す統計でもこれら大都市圏には多数の卸売業

者が存在し、特に全米最大の花き生産地でもあり、ロサンゼルスカウンティや

ロサンゼルス市を有するカリフォルニア州には、他の都市と比較して圧倒的多

数の卸売業者が存在し、花きビジネスが盛んであることを示している（図１７）。 
 
【図１７】各州の花卸売業者数（単位：社） 
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２  販売方法、販売促進方法 
 
アメリカの卸業者では切花は基本的に乾式流通が基本となっており、日本や

欧州に比べて鮮度保持に対する意識は低いといえる。これは輸入依存度が高い

ことと、国土が広大であり航空輸送も日常的に使われていることによる。また、

地価の高いニューヨークでは卸売業者の店頭でもほとんどがバケツを用いない

ラック陳列であり、閉店後の売れ残り商材以外はバケツに入れられることはな

い。カリフォルニア州やシカゴなど比較的広い面積の卸業者の店舗では、バケ

ツを用いて水揚げ販売をしている。 
近年、国内流通ではユリがバケット流通するようになり、品質要求度の高い

高級フローリストを顧客に持つニューヨークの卸業者では、国産切花のバケッ

ト流通が注目されつつある。 
全土の花き販売額の４０％はスーパーマーケットなどの量販店であるとされ

るが、量販店の販売という観点ではヨーロッパほど花持ち保証を『売り』にし

た店頭での販売促進活動は目立った形で行われていない。しかしながら、一部

の高級スーパーでは、フェアトレードや日持ち保証、オーガニックフラワーな

どの高付加価値商品の販売が始まっており、今後これらの商品のマーケットシ

ェアがさらに伸びていく可能性も秘めている。 
ただ、小売店では日持ち保証販売やオーガニックフラワーなどの付加価値は

全く認知されておらず、高いデザイン性と高品質な花へのこだわりという観点

から、高単価なアレンジ商品やイベント・法人向け販売に特化している。もち

ろん、日持ちが悪かった場合には無償で交換することは日常的に行われており、

小売店では日持ち保証に価値観を見いだせないというのが現実であろう。 
スイス等の欧州諸国では一般小売店でもフェアトレードフラワーが日常的に

販売されているが、アメリカでは一部の大手高級スーパーがフェアトレードフ

ラワーを取り扱うにとどまり、ヨーロッパ諸国ほど小売店レベルでのフェアト

レードフラワーへの関心は高くないことがうかがえる。このような認証よりも、

一般小売店では変わった花材や超高品質な花に対する関心が高い。 
 
 
３ 日本産品のイメージ、潜在需要 

 
平成 20年度農林水産省補助事業の一環として日本花き輸出推進協議会が事業

実施主体となり、ニューヨーク、シカゴおよびロサンゼルスに日本産花きの試

験輸送とサンプル送付による日本産花きの評価情報の収集を行っているが、ア

メリカ側の業者の評価をヒアリング調査したところ、おおむね品質面では非常

に評価が高く潜在需要も極めて高いと考えられた。 
潜在需要という点では、富裕者向けパーティーやファッションウィーク等の
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イベント需要において他にはない変わった花やゴージャスな花材を絶えず求め

ており、この類の需要において、日本の花に対する期待は高い。特に、グロリ

オーサやブルースター、丈の長いスイートピー、和風の枝物類など、日本で育

種されたり日本起源の商材については現地バイヤーの関心が非常に高く輸出の

可能性が大いにあるものと考えられる。 
ただし、日本発の航空運賃や日本側での通関にかかるコストがきわめて高く、

これが商業ベースでの輸出を拡大するうえで解決すべき最重要課題とアメリカ

側では位置づけられていた。 
アメリカの輸入業者では商業ベースでの海外からの輸入では輸送・通関コス

トを圧縮するために最低でも 500 キログラムは必要と判断しているが、日本産

の花を 500 キログラム超のボリュームで輸入するとＣ+Ｆ価格（花代のほかに運

賃と日本国内の諸費用を含む米国の空港着の価格）が 250 万円以上となるが、

この価格は南米のサイズの大きなバラの 1トンを超えるＣ+Ｆ価格にも匹敵する

といい、どの業者も 1 本当たりの単価が重すぎて大量に捌ける商材ではないた

めに、自社単体での輸入は不可能という意見を視察したすべての卸業者が述べ

ていた。 
安価な南米産の切花の輸入では、アメリカ側の輸入業者は 1回に最低でも 500

キロから 1 トンの量を大量輸入することで低コストな花き調達が可能となって

いるが、日本発の運賃はもっとも運賃が安くなる 1 トン超の量を輸入しても他

国からの輸入の 2 倍以上の航空運賃であると指摘する業者もいた。 
一部の業者の中には 100 キロ程度のボリュームなら 2 週間に一度程度の頻度

であれば日本から輸入できるかもしれないと考えていたが、このような小さな

ボリュームでは輸入時の通関コストや店舗までの配送コストがきわめて高くつ

き、輸入をするには現実的なボリュームではないという。 
また、オランダなどの輸出国は現地事務所を構え、輸出者が通関・配送のオ

ペレーションを構築しており、通関費用も輸出側が支払っている。アメリカ国

内への輸入業者への価格提案はアメリカ通関後渡しの条件で価格提示を行うこ

とが商習慣となっている。アメリカの輸入業者は通関費用等毎回変動する不確

定なコストに対するリスクを自社で負うことを極端に嫌い、建値もドル決済と

いうのが一般的であるため、日本円での決済と言うだけでも経理のオペレーシ

ョンコストが増えると難色を示す業者も多い。 
 以上からアメリカで日本産の花き類を販売するには、日本側企業が現地法人

を用意するなど、現地側で自社通関が可能なオペレーションを用意したうえで、

アメリカ国内の複数顧客向けの商材を１つの大量荷口にまとめて自社を現地側

輸入社とした混載での輸出を行い物流コストの圧縮を図ることが必要と考えら

れる。これにより、小口の顧客を多数獲得すれば 500 キロ～1 トンの大口荷物に

まとめることが可能となり、日本側の物流・通関・航空運賃などの高い輸出コ

ストが大幅に圧縮することができる。また、混載出荷体系の確立とともに通関
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費用込みの単価をドル建てで現地に提案・販売する体制を整えることがアメリ

カ向け輸出には必須と考えられるが、これらの条件はまだ始まったばかりの現

在の日本の花き輸出ビジネスの現状からすると相当難易度の高い要求である。 
 以上から、日本産花き類のアメリカ市場への輸出可能性は大いにあると考え

られ、そのためには米国事務所の開設等による現地での自社通関態勢構築によ

る大口輸出を行うなどの大胆な輸送・通関コスト削減が必須と結論付けられた。 
 
 
４ 物流実態 
 
（１）米国内の花き輸入における物流の実態 
 
現在、アメリカの花き業界で重要なハブ空港とされているのは、①中南米か

らの花き類の輸入拠点としてのマイアミ、②ハワイ州および一部ニュージーラ

ンド等外国からの花き類の輸入拠点としてのロサンゼルス、③オランダ、フラ

ンス、イタリアなど世界各国からの花き類の輸入拠点としてのニューヨーク、

④オランダ、フランス、イタリアなど世界各国からの花き類の輸入拠点として

のシカゴの４つがアメリカの輸入業者へのヒアリング調査により共通してあげ

られた。 
また、それぞれの都市の立地条件を生かして低コストでの輸送を行うために

トラック輸送網も整備されており、西海岸沿いに位置するロサンゼルスでは西

海岸沿岸の主要都市までの陸送網を整備している。東海岸沿いに位置するニュ

ーヨークはアメリカ東部地区へのトラック配送網を整備し、それ以外の地域に

は航空便での転送により対応している。シカゴはアメリカの中央部に位置する

ことから、内陸部から東西南北方向に陸送が可能であり、デトロイトやシンシ

ナティ-などの内陸部の主要都市に陸送でのデリバリーが可能とのことである。

マイアミは主に南米からの切花が集中的に陸揚げされ、ここからアメリカ全土

だけでなく世界に輸出されるアメリカ大陸の花き業界にとって輸出ビジネスの

国際ハブ空港となっている。、 
アメリカの切花産業自体が南米諸国に大きく依存するため、海外産地～アメ

リカの空港～輸入業者までのクールチェーンを敷けるのは現在のところマイア

ミだけとのことであった。 
なお、本調査では花きの通関に関する現状把握のため、ニューヨークの JFK

国際空港で生鮮品に特化した通関を行う通関業者、SBA 社にヒアリング調査を

行った。SBA Consolidators は、ニューヨーク国際 JFK 空港から車で 5 分のと

ころにある、数年前に 2 社が合併した会社で、正社員従業員は 15 人、パートタ

イムは 6 人である。年間売上は非公開とされ、話を聞いた Conlin 女史 (Director 
of Sales and Service)は以前の合併前の会社から 25 年間も切花の通関業者を行
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っており、顧客 40 件を抱え、業界でも顔が利き、現在の SBA でも売り上げの

85%は切花とのことである。 
事務所およびに倉庫は JFK から車で 5 分のところにあり、広い倉庫、冷蔵庫、

そして PQ approved holding facility（植物検疫に認可された、華氏 50 度に保

たれた、虫がついている疑いのある植物の一時置き場）を完備している。 
 アメリカへ輸出する際には、BOND (surety company)という保険に加入しな

ければいけない、SBA に委任し、ID 番号を取ると、この BOND に加入できる。

保障 Max $50,000/shipment で$500/年で、一度加入すれば、加入したその日か

ら一年間どのアメリカの通関業者でも使うことができる。もし、年間加入しな

ければ、$40/shipment となる。 
 空輸で花到着 → 2 時間後 事前に予約を取った植物検疫の検査員から検

疫を受ける → 3~4 時間後にトラックに載せることを目標としている。（夜中

12:00am～8:30am まで植物検疫の検査員が夜間の割高料金になるので、夜に届

いたものでも強い花なら朝の検疫にする。また、中には温度変化が起こらない

ように動かさない方がいいものもあるので、次の日まで待つこともある。） 
また、飛行機が遅れた場合、植物検疫の検査員との予約を取りなおさないと

いけない。 
 
■植物検疫（PQ Inspection）の流れ： 
 
植物検疫前にコンピュータ上（事前にシステムに入れられたもの）と原本の

DAU (Document Analysis Unit)の文書審査（8:00am～12:00am）がある。植物

検疫の検査員がインボイスを確認し、検査したい箱をインボイスから選び出し、

通関業者に伝える。中を確認し、虫がいないか、インボイスと数が合っている

かなどをチェックする。すべてよければ書類にスタンプを押す。 
 
荷物の受け取り側が選んだ配送業者が Delivery Order（または、Pickup Order）
という SBA が発行した書類を持って荷物を取りに来る→航空会社がその書類、

運転手の ID等をチェックし、AMS (Automated Manifest System)を通過する。 

→ 配達し、受け取った側がサインをし、発送業者は Delivery Order を SBA
へ返す。これが配達の証明となる。 
 
検査部屋は、航空会社が用意し、デスクとランプがある。倉庫のすぐ外にある。

検査員一人に対し、通関業者が一人つく。1 shipment に対し、全体の 20%くら

いを選びチェックする。アトランダムに選ばれるが、実際は hot sheet という最

近どのような虫が入ってきたかなどのリストが朝渡されているので、それに沿

ってチェックが行われる。 
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もし、虫が見つかってしまったら、大学の entomology（昆虫学）部に持ってい

く（日中しか開いていない）。虫を熱湯に入れ、沸騰させ、顕微鏡で観て、判断

が下る。夜間もやっているところは、$204 を支払うことになる。 
 
SBA は、PQ approved holding facility（PQ に認可された、虫がついている疑

いのある植物の一時置き場）を社内に持つ。50F（華氏）に設定。 
 
燻蒸する場合は、トラックで年中無休・24 時間営業の燻蒸センターまで運び、

燻蒸を行う（最低価格$340）。燻蒸は価格が高いので、破棄する場合が多い（一

箱につき$15）。また、輸送に強く、自国での商品価値がある場合は、送り返す

場合もある。燻蒸料の負担は、輸出した側（販売元）が負担することが多い。

この辺の取り決めは、クレームポリシーとして両者事前の取り決めがトラブル

回避には必要不可欠である。 
 
虫などが見つかると、製品の写真、箱の写真を撮り、販売元にすぐに送る。ス

リップス（アザミウマ）は蘭につきやすく、Ginestra にも害虫がつきやすい。

レプノプトラなどの害虫もある。Snail（カタツムリ）が発見されると、処理で

きない（燻蒸も不可）なので破棄するしかない。湿ったものや、ラナンキュラ

スなど花弁が何重にも重なったものもよく引っかかる。キクは、白サビ病があ

るので、日本産でなおかつ植物検疫証明書（Phytosanitary Certificate）の原本

をつけたものでないと輸入できない。Purunus など実がつくものは米国へは輸

入できない。一度不合格になると、その輸出した側（販売元）はブラックリス

トに載ってしまうので注意が必要である。 
 
JFK 空港内の倉庫は、人間が夜通し働いていて、人間が働けないような環境だ

とすぐに組合に報告がいくので、そこまでひどい温度環境ではない。マイアミ

には温度管理された倉庫があるが、JFK空港にはない。 
 
SBA は、冷蔵倉庫を持っている（画像参照）。温度は、35~37F（華氏）に設定。 
植物検疫は、食品、腐りやすいもの、生もの等を優先する。 
 
システムとしては、輸入通関の申請には以下の 2 回の申告が必要である 
・Immediate Entry （書類番号 3461） 
・Consumption Entry （書類番号 7501） 
 
通関件数は火、金、土曜日が多く、季節によっては月曜日も忙しい日があるが、

通常、水、木曜日はあまり件数は多くないとのことであった。 
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米国では、イベントはバレンタインデー、3 月 17 日の聖パトリックの祭日、復

活祭、母の日、6 月には結婚式が多く、卒業式も同時期に行われ、7 月 4 日の独

立記念日以降、夏はあまり花を必要とするイベントはなく、その後秋にハロウ

ィン、感謝祭、クリスマスで一年が終わる。 
 
 
（２）米国内の花き卸売業の実態 
 
 米国では日本や欧州のようにセリ販売を行う花き卸売市場は存在しない。そ

のため、花き卸売業者が国内産地から直接荷引きをおこなったり、直接海外か

ら輸入を行うことでそれぞれの卸売業者は品ぞろえをしている。多数の卸業者

が軒を連ねるニューヨークの 28 丁目の問屋街のように、｢フラワーマーケット

ストリート｣を形成する都市や、ロサンゼルスやシアトルのように一棟の巨大な

建物のなかに、生産者や卸業者が入居して相対花市場を形成する都市など、そ

れぞれの都市で花き卸売のスタイルもまちまちである。 
 いずれにせよ、セリ行為を行う花き卸売市場が存在しないため、卸売り価格

の形成プロセスでは消費市場の需要を瞬時に反映されるのではなく、生産者や

輸入業者側の事情が大きく反映されるというのが実情であった。 
 以下、ニューヨークとシカゴを中心に、花き卸売業者への個別調査結果を掲

載する。 
 
■ニューヨークの卸売業者 
 
① Associated Cut Flowers Inc（社長：John Kantakis 氏） 
 ニューヨーク 28 丁目の花卸問屋街に 1957 年から店を構える、老舗花卸問屋

である。社長の John Kantakis 氏は 2 代目となる。売上は、ニューヨークの花

問屋街では一番を誇り、公開されているだけでも$1,000 万以上にもなるとのこ

とである。 
 主な取り扱い品種は、エクアドルなど南米からのバラである。他店に比べ、

品目数は少ないが売れ筋品種のみを大量に扱い、安い値段で販売しているので、

花の卸問屋が密集している 28丁目では価格競争で有利となってこの不況の時期

も生き残っている。また、オランダからも仕入れは行っている。 
人気の花はバラが挙げられるが、その他に関しては、季節によって変わって

くるので一概には言えない、とのことである。 
客（花屋）からの支払いに関しては非常に厳しく、支払いが悪いと判断され

るとクレジットカードでの支払いのみとなってしまう。様々な花屋へのヒアリ

ングでも、仕入の際に自分の立場を有利に持っていくには支払いを速やかに行

うことだ、という者が多かった。一般客への販売は行っていない。 
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② Fischer & Page（Jeffery Serafini 氏） 
 ニューヨーク 28 丁目の花問屋街で高級花卸の老舗である。元は、Fischer 家
と Page 家の婚姻によりできた店で、Gary Page 氏が出た後も Fischer & Page
という屋号で続けている。売上は非公開であるが、取り扱う商品の卸売価格は、

28 丁目で最も高く、数年前から売掛金の回収がうまく行っておらず、資金繰り

に苦労し、仕入の支払いにもまわっていない状態である。老舗だけに、この話

は全米の花業界でも有名で、ニューヨークだけでなくシカゴの輸入業者なども

取引を拒否している。 
通常、これらの卸の店は、一般客への販売は行わないことになっているが、

手っ取り早く料金を回収できることから Fischer & Page は要望があれば一般客

にも花の販売を始め、その他の卸およびに顧客である花屋から非難され、悪循

環に陥って、倒産が危ぶまれている現状である。売掛金を回収できないため、

仕入に資金をまわせず、店内の客入りも非常に悪い。このような状態に陥った

原因は、Fischer & Page という老舗の名に胡坐をかいたこと及びに経営管理の

悪さなどが囁かれている。主な仕入れ先は、南米、オランダ、カリフォルニア

等で、他店と同じ業者を使用している。 
人気の花、色は、季節によって異なるので一概には言えない、とのことであ

る。業者への支払いは、オランダなど米国以外の国へも小切手で支払っている。 
 

 
③ G.Page Ltd（社長：Gary Page 氏） 
 
 同じくニューヨークの 28 丁目花問屋街にある、老舗高級卸 Fishcer & Page
から Gary Page 氏が独立してできた店である。売上は非公開であるが、社長の

Gary Page 氏は、Fisher & Page の土台も築いただけあり、G.Page の方も今で

は Associated Flowers に続き 2 番目に大きな卸という位置づけである。G.Page
では、社長の Gary Page 氏の下、娘の Lauren Page 女史、そして Richard Moore
氏が社の中核を成している。 
 特徴として挙げられるのは、世界各国からありとあらゆる花を輸入しており、

特に高級な花、ユニークな花が手に入るということである。主な仕入れ先は、

他店と同じく、南米、オランダ、カリフォルニア等である。高級品に特化して

いるということもあり、日本の花きも積極的に購入している。仕入れは毎日行

っており、主な仕入れ先は、南米、オランダ、カリフォルニア、ニュージーラ

ンドなどが挙げられる。人気の花、色は、季節によって異なるので一概には言

えない、とのことである。 
 規模も小さくオランダ人の従業員の多い Dutch Flower Line と違い、労働力



 

23 
 

にヒスパニック系を使用しているため、説明が行き届いていないのか、高価な

花も狭い棚に押し込んでいるという花屋からのクレームをよく聞く。 
 シンビジウムの取り扱いが多く、主にオランダやニュージーランドから仕入

れている。また、胡蝶蘭はブラジルから安価で質のいいものが入ってきている

とのことである。最近では、台湾に本社を置き、マイアミに支社を持つ、ベト

ナム産の胡蝶蘭を仕入れている、とのことである。 
 
 
④ Dutch Flower Line（Casper Trap氏） 
 
ニューヨークの 28 丁目、6 番街と 7 番街の間に位置する比較的小規模なオラン

ダ系花の卸問屋である。売上は非公開であるが、従業員たちがオランダでの花

き生産の経験があり、花の生態をよく理解しているので、店に花が届くとすぐ

に水の入ったバケツに入れて展示しており、同じ業者から仕入れた花でも他店

と比べ状態がいい。また、オランダからの輸入およびにガーデン系や野の花に

特化しており、花卸問屋が密集するこの地区での差別化を行っている。仕入れ

は毎日行っており、在庫を持たないよう客（花屋）の動向を観察しながら少量

ずつ仕入れている。 
 主な仕入れ先は、オランダ、イタリア、南米、フランス、カリフォルニア、

イスラエルなどである。人気の花、色は、季節によって異なるので一概には言

えない、とのことであるが、イタリアからはスイートピーを 20 年間にわたって

仕入れるなど、取引先との関係に重きを置いた調達を行っている。 
General Manager の Casper Trap氏は、オランダで生産者の家に生まれ育ち、

現在米国では 15 年間花業界に携わり、兄と共にメトロポリタン美術館、高級レ

ストランなどのイベントプロデュースを行うイベント会社も経営している。 
 

■シカゴの卸売業者 
 
Bill Doran 
 

Bill Doran社は、シカゴ郊外に事務所およびに倉庫がある花の卸問屋である。

本社は、イリノイ州ロックフォードにあり、支店はこのシカゴ支店も含め 6 店

となる。従業員は、正社員 25 名、パートタイマー5 名、年間売上は$600 万であ

る。 
 取り扱い品目においては、85%が切花、15%が花器、5%が鉢花である。顧客

は主にシカゴ周辺、インディアナ州なども含め 1,000 軒ほどである。イベント

会社の方が花屋より規模が大きい。一般客へは販売していない。 
 特徴は、オンタイムデリバリーを行い、15 人ものドライバーを抱えている、
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などのカストマーサービスを強化しているところである。また、”Doran Direct”
という厳しい品質試験に合格した生産農家のみに与えられる限定商品のマーケ

ティングツールなどを工夫している。毎朝 5:30am~7:30amは花屋が仕入れに来

るので最も忙しい時間帯となる。 
 仕入れは毎日行っており、南米からが一番多く、次にカリフォルニア、そし

てオランダ、メキシコ、イタリアと続く。南米からは、ストック、アイリス、

ラークスパー、プロテア、ユリ、ハックルベリー、キクなどを輸入している。 
オランダからは月曜日と木曜日の週に 2 回商品が入ってくる。 
タイからは、安くシンビジウムを仕入れている、とのことである。 
マイアミからは南米とイタリアから輸入されたものが入っている。 
チューリップ、ポインセチアなどの鉢花は、週に 2 回、主にカナダから陸路で

輸入している。観葉植物など、大きめの鉢花は週に 1 回フロリダから入ってき

ている。すべての商品は生産者から直接購入し、生産者自らがサンプルをもっ

て Bill Doran を訪れる。 
米国での花の売り上げに貢献しているイベントとしては、バレンタインデー、

母の日、クリスマス、感謝祭などが挙げられる。 
 バレンタインデーでは、主に赤いバラまたは色のついたバラが売れている。1
月最終週にマネージャーがコロンビアの契約農家まで品質確認に行っている。

価格は、3～4 ヶ月前に取り決めを行っている。バレンタインデー用の予約は、

クリスマス後すぐに始まり、前日まで続く。最も忙しいのは 2 月 11 日～13 日

となる。母の日に売れる花は、カーネーション、バラ、デイジー、鉢花などが

挙げられる。 
厳しい品質試験に合格した契約農家には、マーケティングツールとし

て”Doran Direct”という高品質、新鮮さ、限定品種ということを表す箱やシール

が与えられる。その場合、例えば、南米の農家で月曜日にカットされたバラは、

火曜日にはマイアミに到着し、木曜日には店頭に並ぶようなスピーディーな対

応が求められる。”Doran Direct”のバラの生産者は南米に 3 軒のみである。 
コールドチェーンは、フロリダにのみ存在する。花持ちの保証は 7 日間で、

一般客からのクレームは各自花屋で処理させている。花屋からのクレームには

生産者へ送り返している。品質へのこだわりから、生産者へは商品が揃えられ

ない場合は、品質の落ちるものを送ってくるよりも断ってほしい、と頼んでい

るとのことである。 
 支払は、まず生産者からロックフォードの本社へインボイスが行き、小切手

が発行され、商品確認後、小切手が発送される仕組みになっている。 
花屋からの支払いは常に遅れているのとことである。全体的に、フラワーデザ

イナーとしての腕はよくても、経営には向いていない人が多く、資金繰りがう

まくいかなくなり、倒産するところが多い。 
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５ 小売店への実地調査による販売動向調査 
 
 米国内でも最も大きな花きマーケットとされるニューヨークを中心に、小売

店調査を実施した。米国内の花き販売の業態として下記のようなの形態の小売

店があげられる。 
 
(a)総菜などの食品を売る『デリ』およびスーパーマーケット等量販店の花売場 
(b)路面店を構える高級フローリスト 
 
(a)はホームユース向けに低価格帯の花を販売する形態であり、日本や欧州のス

ーパーマーケットと同様に束加工されたパック花を売るスタイルをとってお

り、基本的に 1 本単位での単品売りには対応していない。(b)については単品の

商材を販売しアレンジやデリバリー等の付加サービスを提供することで高単価

商材に特化して販売する形態をとっている。特に土地代の極端に高いニューヨ

ーク市では、トップフローリストとして評価される店舗のなかには、店を構え

るものの飛び込みの一元客には販売をせず、電話予約でのギフト配送やイベン

ト装飾限定した販売形態をとり、接客にかかるコストをかけずに高単価な商品

を販売している業者もみかけられる。路面店では高い運営コストからデリやス

ーパーマーケットのように 5 ドル以下のパック商材を扱うことはせず、ニュー

ヨークでは最低でも 100 ドル程度かそれ以上のアレンジメントを販売し、店舗

によっては 300 ドル以上の受注でないと受け付けない店舗も存在し、量販店舗

と路面店舗の価格差の二極化が大きく進んでいる。シカゴやロサンゼルスにお

いても、ニューヨークほどでの差はないにせよ、大都市圏で店舗賃借料もかさ

むことから、路面店舗の販売の中心はギフト向けアレンジや法人、イベント需

要の高単価販売品を主力としており、店舗のコンセプトにもよるが 50～100 ド

ル程度が最低価格帯となっているようである。 
 以下、本調査でヒアリングを実施した店舗の概要と、各店舗から提供された

アメリカの小売業界に関する情報を掲載する。 
 
 
（ａ）小売店調査結果 
 
■ニューヨークの小売店 
 
①Miho Kosuda Ltd（Miho Kosuda 女史） 
 
ニューヨーク、オフィス街のミッドタウンイーストの国連ビルのすぐそば、高

級マンションの半地下にひっそりと店を構える、知る人ぞ知るニューヨークで
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も屈指のトップフローリストである。渡米前、日本ではフラワーアレンジメン

トや油絵を教授し、渡米後は前夫と一緒にニューヨークでの高級フローリスト

としてデビューし、28 年間、故ビル・ブラス氏、オスカー・デ・ラ・レンタ夫

人、Vogue 誌の編集長・アナ・ウィンター女史、アイザック・ミズラヒ氏、マ

ノロ・ブラニック氏、エステー・ローダー女史等のファッション関係の有名人

を多く顧客に持っている。また、大使館関係者、そして、英国の「Lady」の称

号を持つような上流階級の方も渡米の際、または、米国在住の人に花を送る際

に頼りにされている、とのことである。花を贈る際に注文が来るだけでなく、

家や店舗での活け込み、パーティーでのアレンジなどの注文がある。 
 Kosuda 女史は、アメリカに長く住んでいても日本の花の繊細さを非常に好み、

これだけ様々なものが世界中からニューヨークへ輸入されている昨今、日本か

らの花きだけが輸入されないということは規定などの関係で不可能だと思って

いた、とニューヨークへの日本花きの輸入が平成 20年 12月から始まった現在、

非常によろこんでいる。その中でも特に、スイートピーを大変好み、高品質で

ステムの長い日本のスイートピーを常に求めていた。グロリオーサもとても気

に入り、できるだけ多く色がほしい、とのことである。また、日本の野の花（ガ

ーデン系の花）の輸入への期待も大きく、その他、日本のトルコギキョウもほ

しいが、イスラエルからバケットで新鮮なものが安価で入ってきているので採

算が合わないのでは、とのことである。また、日本の蘭鉢の輸入にも非常に強

い関心を持っているが、アメリカ農務省の検疫制度が非常に厳しいため、これ

まで一度も日本の蘭鉢は輸入された実績はなく、鉢物輸入は現実的に不可能と

業界内では判断されているとのことであった。 
Kosuda 女史のデザインは、シンプルでエレガントなスタイルを基調とし、シ

ンプルな分、花を豊富に使うアレンジメントを得意としている。また、レイン

ボーカラー（虹色）のグラデーションを使ったアレンジをシグネチャー（独自

の）スタイルとしているので、同じ花でも色数が多く必要になってくる。花器

は、主に透明なガラス製のシリンダーを用い、ステムをきれいに見せているの

も特徴なので、水が濁る植物は使用しない。 
 上記の通り、Kosuda 女史には、金額的には限界のない顧客が名を連ねている

ので、品質および日持ちに非常にこだわる。午前 3 時に起床し、5 時までにはニ

ューヨーク 28 丁目、6 番街と 7 番街の間にある花卸問屋街へ出向き、開店と同

時に誰もまだ触っていない花を吟味し、購入するのが日課である。また、ニュ

ーヨークの花卸問屋はこの地区に固まっているので、品質や価格の比較も行う。

量も多く使うことがあり、生産者から直接買ってはどうか、と聞かれることも

あるが、購入後、品質に納得のいかない場合はクレームをつけ、返品するので、

その際には卸を通した方が話がスムーズに進むので、安心料ということで常に

卸を通す購入方法を取っている。仕入れは、切花は月曜日から土曜日までの週 6
回行われ、蘭の鉢は週に 2 回行われている。 
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 仕入れ後すぐに使用せずに古くなった花は、顧客の信用を損ねるので他店の

ように使いまわしせず、友人へのプレゼント、店で日持ちを知るために様々な

環境でテストするためなどに使っている。その他、ニューヨーク大学メディカ

ルセンターへ毎週一回花を活けにいくボランティアも 20 年近くも続けている。 
 バラは、品質から、エクアドルのエミハナ（エミ花）という生産者から買っ

ている。屋号から、日系人の経営ではないか、と考えており、やはり日本人は

品質にこだわるので安心ができる、とのことである。また、同じくエクアドル

の Pontetresa という生産者も品質がいいので、よく利用している。 
 従業員は、Kosuda 女史と娘の二人がアレンジを行い、1～2 名のインターン

がおり、忙しい時期には元従業員で現在はフリーランスのフローリストが手伝

いにくる。上流階級の顧客の要望に応えるため、深い文化的な造詣も必要とし、

Kosuda 女史自身の個性を非常に大切にしているため、アレンジメントはすべて

女史と娘のみが行う。 
 このように、少人数で行っているので一見の客は断り、現顧客からの紹介の

み受け付けている。紹介のみということで、現在の不況でも富裕層が密集して

いるニューヨークでは、新規の客が 5 件も増えたのとことである。長期的に、

また平素から付き合える客のみを顧客とし、彼らの要望に最もいいコンディシ

ョンで応えるために、バレンタインデーや母の日など、イベントだけの客は断

っている。 
 上記の通り、Kosuda 女史のスタイルは確立しているので、紹介されてくる客

は女史のスタイルを好む者ばかりだが、その中でも、女史は顧客の家へ活け込

みに行く際に、インテリアから顧客の好むスタイルをキャッチし、客の好みを

把握している。 
 イベントの際は、そのイベント開催中に満開の花を楽しんでもらうよう、計

算し、冷蔵庫で開花をコントロールしている。また、自宅への活け込みやギフ

トとして花を贈る場合には、最低 5 日間は持つように工夫しているが、Kosuda
女史の花は、2～3 週間持つことも珍しくなく、顧客から喜びの電話がよくかか

ってくるとのことである。 
 注文の 90％がギフト仕様で、他に活け込みやウェディングなどが挙げられる。

イベントでは、毎年 2 回あるファッションウィークにもファッション業界の顧

客の要望で受けている。また、雑誌の撮影等に使用される際は、クレジットが

入るので宣伝ということで、通常無償で受けている。アレンジに使用するのは、

100％切花で、鉢花は胡蝶蘭が少し店にあるのみである。 
 顧客の人種は、大半が白人かユダヤ人で、特にイギリス系とイタリア系が多

い。中国系は赤を好み、結婚式には赤の芍薬を多く使用する。花嫁のブーケに

も白ではなく、色の入ったものが使われる。 
 バーミツバ（女子の場合は、バトミツバ）というユダヤ教の 13 歳になると行

う成人式（日本の昔で言うと元服式の方が近い）用途で、一人の子供のために
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結婚式のような盛大なパーティーを開く。その際は、国旗の色から白とブルー

を使われることが多い。また、ハヌカと呼ばれる、12 月のクリスマスにあたる

祭日には宗教色を出すより、家主の好むまたはモダンなアレンジメントの要望

が強いそうである。 
 仕入れ先は、主にニューヨークの 28 丁目で、その中でも Associated Flowers
からは月にバラだけでも$20,000 購入している。Kosuda 女史は、他のニューヨ

ークのフローリストと違い支払いをすぐに行っているため、割引価格で購入し

ている。また、Dutch Flower Line というオランダ系の卸問屋は、品質もよく、

手入れが行き届いているので贔屓にしているとのことである。その他、G Page
からも購入しているが、花を陳列する際に手荒く扱うのでここからはあまり好

んで購入しないとのことである。 
 顧客からの支払いは、特に平成 13 年 9 月 11 日の同時多発テロ以降、ギフト

の際はクレジットカードで毎週金曜日に切り、信頼のおける大口顧客はインボ

イスを送り、小切手で支払いを受けている。 
 バラ一本の価格は、$7～で、ニューヨークでもトップクラスの価格である。

ガーデンローズでは、$12.50～となるが、アレンジメントを売りにしているの

で、花だけの購入客はほとんどいないし、できるだけ断っている。 
 アレンジメントはだいたい$200～650 で、Kosuda 女史のシグネチャースタイ

ルのレインボーカラーのアレンジメントは、$500 くらいとなる。また、お祝い、

誕生日、バレンタイン等のアレンジも同じく約$500 である。ちょっとした感謝

の気持ちを伝える、「Thank You」カードのついたアレンジメントは$75～150
である。コーヒーテーブルに置くアレンジメントは、$250 あたりの見栄えがし

て長持ちのするものが出ている。お悔やみには、白のミックスのアレンジメン

トで、通常スタンドもつけるので$300～のものがある。自宅への場合は$100～。

また、カーネギーホールでアーティストに渡すブーケなどは$300～で作ってい

る。 
 ウェディングは、金曜日と土曜日に集中し、非常に忙しくなる。20 個くらい

のセンターピースが必要となるので、最近ではウェディングはなるべく引き受

けないようにしている。また、ニュージャージー州やニューヨーク州アップス

テートなどの郊外の注文は受けず、マンハッタンのみに絞っている。花嫁付添

のブライズメイド用ブーケは$250～、花嫁のブーケは$350～で行っている。 
 ホテルへの活け込みは、以前はやっていたがもう行っていない。以前は、ロ

ックフェラーセンターのレインボールームへの活け込みに毎日行っていた。 
 唯一扱っている鉢花である蘭は、シングルのもので$175～があり、ダブルの

ものは$350～である。 
 香りのある花は、好きだが弱く持ちが悪いのであまり使わない。また、客に

よっては香りを好まない人もいるので注意が必要といい、日本人ならでは『き

め細やかな花材選び』と『徹底した鮮度へのこだわり』はこの店舗の信頼を大
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きく高め、ニューヨークのトップフローリストとして長年にわたり営業を継続

していることの所以である。 
 
 
②Takashimaya ニューヨーク店（デザイナー：Holly 女史） 
 
日本の老舗百貨店である高島屋が運営する店舗である。デパート店で取材に関

しては写真撮影不可、売上情報は非公開とのことであったが、ヒアリングには

快く応じてくれた。 
日本では、高級百貨店として有名な高島屋だが、高級ブランド店が軒を連ね

るニューヨーク 5 番街に位置する Takashimaya は特に花屋が有名である。 
花屋への客は、ほとんどが富裕層の白人である。フローリストはすべて米国

人で、アレンジは客とゆっくりと対話しながら花器から決めていく。花器の品

揃えも豊富で、高価なものが多い。例えば、バレンタイン用のアレンジメント

として黒い石のような花器が$225 で、シンビジウムの花の部分のみを 5 個ほど

葉で根本をアレンジしたもので$100、合計$325 に税金等がかかる。配達は、$100
からしか行っていない。 
 アレンジメントのスタイルは、非常にモダンで「モノクロマティック」と呼

ばれる、同じ色または同系色のみを使ったミニマリスティックである。葉で周

りを囲むのも特徴的である。エレガントで豪華なスタイル、そして高品質でよ

ろこばれるものを目指している。 
 90%が切花の注文で、客が店舗に出向いてフローリストと相談しながら決め

る場合もあれば、電話での注文もある。注文が入れば、企業への活け込み、ウ

ェディング、パーティーなどのフラワープロデュースなども行う。 
 店にある花は、バイヤーがその時々のいいものを仕入してくるので毎日変わ

る。旬の花を使うように心掛け、香りよりも見かけ重視である。バラは一本$7
～、アレンジは$150 が平均価格である。ウェディングの花嫁用ブーケは$300～
がある。葬儀場へ配達するアレンジは行っていないが、家族などに届けるお悔

やみ用のアレンジメントは行っている。 
 米国人は特にギリギリになるまで注文しないので、イベントでなくても注文

が入ると時間との闘いで、忙しくなるとのことであった。 
 
 
③Michael George（Arisa Oshiba 女史） 
 

Michael George 氏は、グッチやプラダ、カルバン・クラインなどファッショ

ン業界に多くの顧客を持つ、自身のメディア露出も多い、有名フラワーデザイ

ナーである。マーサ・スチュアート女史のテレビ情報番組にもフラワーアレン
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ジメントのコーナーに出演していた。ニューヨークのチューダーシティにアト

リエとフラワーアレンジメントスクールを経営しているが、実際に客が立ち寄

れる店舗はない。また、ニューヨーク州北に位置するアップステートの郊外に

アトリエも持っている。 
 チューダーシティのアトリエでは、従業員は正社員が 6 人、パートタイムが 1
人、インターンが 3 人とのことである。取扱は、切花が 90%で、鉢花は蘭のみ

で 10%である。 
ギフト需要が 80%だが、毎週行われる自宅への活け込みや、コンサルティン

グも行っている。平成 21 年に入り、不況の打撃を受けた企業からの週契約の活

け込み注文が減り、現在では 90%の売り上げが一般の客からによるものである。

ウェディングなども対応している。高級ホテル、グラマシーパークホテルや「グ

ッドモーニング アメリカ」という ABC テレビ（７チャンネル）の朝の情報番

組にも毎週花を活け込みに行っている。 
アップステートは、郊外の高級住宅地ということもあり、富裕層の白人客が

多い。マンハッタン内のチューダーシティ店への注文もファッション関係者や

富裕層の白人客がほとんどである。ニューヨークファッションウィークでも毎

年ファッション関係者から多大な信頼を寄せられている。 
 Michael George で特徴的なのは、花は一色、またはひとつの品種しか使わず、

同じ花だけをふんだんにアレンジするミニマルなスタイルである。また、花器

は透明、もしくは磨ガラスのもののみを使用する。背の高い花器に、ステムが

美しく見えるようなアレンジメントをシグネチャースタイルとしているので、

丈の長い花材を好み、水が濁ってしまう花を使わない、とのことである。シャ

ンパン色のベンデラというバラをよく使用している。また、アレンジを行う際

に気をつけているのが、水の吸い上げ方が同じようなもののみでまとめるよう

にし、例えば、バラとチューリップなどのアレンジは行わないようにしており、

ただ美しく花をアレンジするのではなく、それぞれの花材の特性を最大限にひ

きたてるアレンジを実践している。 
 ニューヨークスタイルとはシンプルで一色でまとめられたミニマルなアレン

ジメントを指しており、派手で豪華なものを使用するアメリカンスタイルや、

淡い色のグラデーションを楽しむパリスタイルや英国風とは異なる。 
 花材の販売は行っておらず、アレンジメントのみの注文を受け付ける。お祝

い用のアレンジメントは、平均$125~250 である。蘭の鉢植えでは、$75~300
がある。 
ブーケの注文はあまりないが、花嫁用のブライダルブーケは$300~行っている。 
 仕入れは、ニューヨークの 28 丁目の花問屋街にある Dutch Flower Line が月

曜日の早朝にトラックで花を積んでまわってくるので、そこから毎週行ってい

る。足りない場合は、水曜日にも仕入れを行う。大きなイベントが入っている

場合は、生産者へ直接注文する。蘭の鉢は、2 週間に一度及びに注文が入った際
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に仕入れる。 
 月曜日の 8:00~9:00amに花が届くと、下処理や湯あげを行う。10:00amから、

配達直前に終わるように注文によってその日のアレンジメントを開始する。 
 米国で花を使用する宗教的な行事として挙げられるのは、バーミツバ（女子

の場合は、バトミツバ）というユダヤ教の 13 歳になると行う成人式（日本の昔

で言うと元服式の方が近い）用途で、一人の子供のために結婚式のような盛大

なパーティーを行う際のコーディネートなどの注文が入る。また、同じくユダ

ヤ教の 12月のハヌカというキリスト教のクリスマスにあたる行事にも注文が入

る。こちらは、自宅でのパーティーの際に注文されることが多いので、宗教色

よりオーナーの好みで注文される。クリスマスと新年には、松の木や実などを

使ったものがよく出る。バレンタインは、ピンクや赤のバラが主である。ハロ

ウィンにはオレンジ色を基調としたものの注文が多く、11 月末の感謝祭には、

ディナーパーティーを開く家庭が多いので、秋らしい、食卓のセンターピース

になるようなものが好まれる。高級中華料理店への活け込みも行っており、白

いバラをシルバーのスプレーで染めたものの注文が入る。 
 クレームで多いのは、花が落ちてしまった、または、注文した色と異なる色

がきた場合とのことである。クレームが来た場合は、まずオーナーの Michael 
George 氏が折り返し電話し、客へ対応することで落ち着いてもらい、交換、と

いう手順で行っている。また、蘭の鉢植えが 1~2 日で花が落ちてしまうような

ことがあれば交換している。香りがある花では、ヒアシンスの人気が高いとの

ことであった。 
 
 
 
④Bloom 
 
ニューヨークのビジネス街、ミッドタウンイーストに店舗を構える Bloom は、

隣は高級ホテルとして有名な W ホテル、すぐ近くには歴代の要人が宿泊し、映

画などにも使われているウォルドーフ・アストリア・ホテルがある。Bloom は、

その場所がらからもニューヨークでも非常に高級なフローリストである。 
 従業員は、正社員が 7 人、パートタイムが 1 人（土曜日のみ勤務のフリーラ

ンサー）である。毎週土曜日に企業等の活け込みを行っている。 
 取扱は、切花が 95%で、鉢花は蘭の鉢植えのみ 5%である。売上の 98%がギ

フト需要である。また、Bloom では高級家具やキャンドルなども取り扱ってお

り、黒を基調としたモダンな、またオリエンタルなテイストのものが多い。こ

れらは、自宅用として購入する客が多い、とのことである。顧客は、富裕層の

白人やユダヤ人が多い。 
 Bloom のアレンジメントの特徴としては、高品質な花で 2 色以上の色は使わ
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ないアレンジである。色は、ビビッドな色を用いり、パステル色や黄色は使用

せず、色のコンビネーションも、白と緑、紫とピンク、紫と緑、赤とオレンジ

などと、厳しく決められている。アレンジメントは、コンパクトに仕上げる。 
 基本的に、仕入はインターネットで週に 1 回オランダから業者を通じて直接

行っている。また、ニューヨーク 28 丁目の花卸問屋街へも毎日通い、G.Page、
Fishcer & Page などから足りないものを補っている。オランダの花は上記の通

り、現地から直接購入しているので、オランダの花の扱いが多い Dutch Flower 
Line からは購入していない。蘭の鉢植えは、週に 3 回注文している。 
 水曜日と土曜日の 6:30amに届いた花を一人で処理して、水に入れ、冷蔵庫へ

入れている。8:00am に開店し、8:30am ごろから注文の電話がかかってくる。

米国はなんでも直前に対処する文化なので、花の注文も当日、よくても前日ま

で入らない、とのことである。注文は主に電話で行われる。 
 バラ 1本の価格は、$8~でリボンをつけて販売している。カサブランカは、$25~
である。カーネーション、キク、ガーベラ、カスミ草など安価なイメージがあ

る花は取り扱いがない。お祝い用のアレンジメントは、$125~である。お悔やみ

用は、葬儀場へ配達するものは、$350~で白と緑でアレンジする。また、お悔や

みでも家族や友人などを元気づけるために贈られるものは、明るい色を基調に

してアレンジする、と用途に沿ってカストマイズも行っている。 
 ブーケの配達は行っていない。ウェディングの花嫁用ブーケは、$275~注文を

受け付けている。ウェディングの注文は、月に一度くらいある。蘭の鉢植えは、

$200~販売している。 
 平成 21年 2月現在人気のあるアレンジメントは、赤とオレンジを使ったもの、

とのことである。芍薬や大輪のラナンキュラスも人気が高い。バレンタインデ

ー用として、赤いバラともう一色別の色のバラとのアレンジを勧めている、と

のことである。母の日用の注文はあまり入らない代わりに、立地がオフィス街

ということもあり、4 月の最終水曜日に「秘書の日」という上司が秘書に感謝を

示す日に$125 くらいのアレンジメントの注文がよく入る。 
 米国人は、オランダの花に憧れをもっている。オランダからはチューリップ

をよく購入するが、バラは花が小さいので南米からのもの使用している。ニュ

ージーランドの花はあまり購入していない。トロピカル系の植物は、アンスリ

ウム以外は安価なイメージがあるので Bloom では、アマリリスやシンビジウム

などと組み合わせて高級なアレンジメントに仕立てている。ニューヨークでの

花屋の価格は平均的に日本の 1.5 倍する。 
 企業やホテルなどとの週刊契約を持っているので、花持ちは 1 週間、少なく

とも 4~5 日間は持つように心がけている。アマリリス、ユリ、デンファレ、シ

ンビジウム、ヒヤシンス、フリージアなどをよく使用している。 
 クレームがきた場合は、交換またはストアクレジットとして対処しており、

返金は行っていない。主なクレームは、持ちが悪い、または Bloom のコンセプ
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トを理解していない客から、アレンジメントがコンパクトすぎるというものを

受けるので、注文を受けた際に Bloom のコンセプトを説明し、理解してもらう

ように努めている、とのことである。また、コンセプトに関しては、花を注文

した客でなく、贈られた客からのクレームがあることもある。 
 
 
■シカゴの売店調査結果 
 
①A New Leaf 
 
シカゴのリンカンパークというダウンタウン近くの高級住宅地に位置し、花

屋およびにイベントスペースを業としている店舗である。 
 社長の Marion 女史が創業して 35 年たち、従業員は、正社員 15 人、パート

タイムが 15 人である。取扱いは、切花は 70%であり、鉢花は 30%である。 
 顧客としての企業は少なく、ほとんどは一般客である。店の外観がきれいな

ので一見で入ってくる客も多い。電話での注文も多く、Teleflora にも加盟して

いるが、店へ直接くる電話での注文の方が多いとのことである。 
 A New Leafのあるリンカンパークは、ダウンタウン近くの高級住宅地であり、

客層はいい。人種としては、様々だが白人が多い。A New Leaf の特徴は、客と

のインターアクションを大切にする店ということである。花材は、色々な花を

色ごとに分けて展示し、プラスティックなどで覆っておらずばら売りにして、

生の質感を客に感じてもらうことを大切にしている、とのことである。客はす

でにパッケージングされた花を選ぶのではなく、ばら売りの花を、地下で販売

している花器やラッピング、リボン、キャンドルなどと共に総合的にカスタム

メイドで選ぶことができる。オーガニックで自然派志向、クリーンなイメージ

を大切にしている。花は、$1 から購入できるのでどのような客層にも対応でき

る、とのことである。顧客には、デザイナーや写真家など芸術家が多く、雑誌

等の撮影用に小物のレンタルなども行っている。 
 仕入れは毎日行っており、卸、オランダや南米、カリフォルニアなどの生産

者からの直売、地元シカゴ近郊の生産者からなども仕入れている。バラやアジ

サイなどは、通年エクアドルから仕入れている。主な卸の仕入れ先は、同じく

シカゴ近郊にある Kennicott Brothers、Vans（主に南米からの花き）およびに

Royal Houff Company などが挙げられる。 
 よく売れる花は、新鮮さ、価格等総合的に考慮し、季節感を大切にしている

のでその時々によって変わってくるが、ヒマワリ、バラ、チューリップ、フリ

ージア等がよく売れている。オランダの花は高級なイメージがあり、よく売れ

る。花の売れ行きにとって天気は大きな要因である。A New Leafでは、仕入は

大量に行わず日々のベースで売れ行きを分析し、次の仕入れに役立てている。
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仕入は、2~3 日前に行っている。 
 香りは、客の好みによるので、プラスにもマイナスにも働くが、大して重要

な要因ではない、とのことである。キク、カーネーション、カスミ草などは、

安価なイメージが強いので売れず、特にギフトには全く使用されない。 
 バラ一本の価格は、$3～で古くなったものは$1 から販売している。ブーケは、

行事、客の好みなど密なコミュニケーションを取りながらデザインを決めてい

く。平均的な価格は、$40~65+税金+配達料となる。米国では、大きく、豪華で

派手な色のものが好まれ、たとえモダンでミニマルなスタイルを贈り主の客が

好んでいたとしても、そして価格的にも同等だとしても、贈り先に倹約したと

思われたくないので、やはり大きく見栄えがするものを贈るという傾向がある。

高価なものは、大きくなくてはならない、という米国人特有のメンタリティー

が働いている。様々な色を混ぜるとカジュアルな印象になり、色を厳選したア

レンジメントは洗練されたイメージとなる。 
 クレームは滅多にないが、ついた際には交換で対応している。売れ残った花

は、ドライフラワーにし無駄のないようにしている。米国においての花を使用

する宗教的な行事としてはまず復活祭が挙げられるが、宗教色よりも春の到来

を祝うという意識の方が強いので、春特有のピンクや黄色を使った花が出る。

また、ユダヤ教の Passover なども挙げられる。クリスマスには、赤と白を基調

とした花、そしてポインセチアがよく売れる。 
 バレンタインデーには主に切花が贈られ、バラ、アネモネ、チューリップ、

アマリリス、蘭などが人気である。特に、チューリップは季節的にも旬で、価

格も手ごろで好まれる。バレンタインに贈られるバラは、他のイベントで使用

されるバラより価格は高いが、季節的に旬ではないので花屋の収入が上がるわ

けではない。今年は、バレンタインデーが土曜日だったので都市部の花屋の売

れ行きが危ぶまれたが、日曜日に当たると一番売れ行きが悪い、と言われてい

る。総合的に、花の売れ行きは予見するのは非常に難しい、とのことである。 
 母の日に贈られる花は最近では切花から鉢花へシフトしていっている。季節

的にもガーデニングが盛んに行われる時期で、長く楽しめることも要因である。

ゼラニウムなどがよく売れている。 
 Marion 女史の持つ日本の花のイメージは、ミニマルとのことである。数本の

花が美しくアレンジされて、花だけでなくラッピングを大切にしているイメー

ジとのことである。 
 欧州からのバラは、花が小さすぎるので購入しないとのことである。特にオ

ランダのものは、花弁を染めたり、”contortion” （わざと歪曲する）に価値を

見出すデザイナーも多いので、人工的な花材は A New Leaf のオーガニックでナ

チュラルなコンセプトとは異なるので使用しないとのことである。 
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■ロサンゼルスの売店調査 
 
①American Harvest Flowers 
日本人が経営する売店で、ロサンゼルス郊外のビーチ沿いの高級住宅地に立

地する。土地柄、基本的に小売が売上のほとんどを占め、法人需要の売上はほ

とんどない。そのため花の単品価格もさほど高くないレンジに抑えている。 
 仕入れは地元生産者からの直接仕入れのほかに、Los Angeler Flower District（ロ

サンゼルス市内にある花市場で、多数の卸業者や生産者が販売ブースを構える）

で行っている。この市場は卸売だけでなく小売も行っており、入場料金を払え

ば誰でも入場することができる。小売価格は卸よりも高めだが花屋の小売価格

よりは安いため、価格の競合が起こるかと尋ねたところ、花屋で単品を買って

いく顧客はおらず、安いパック花も売らないので、フローリストとの競合はな

いとのことであった。この市場の小売ではアレンジはせず、パック花か卸と同

様に束売りが基本のため、安いパック花か１つの品種をまとめ買いする消費者

が購入層となっているようである。 
 American Harvest Flowers の主力のアレンジの価格帯は 50 ドル前後であり、友

達などに気楽に送れる価格帯のアレンジとして人気が高いといい、購入層のほ

とんどが女性とのことであった。逆に、バレンタインデー需要の顧客はほとん

どが男性で、人気のあるアレンジの価格帯は１００ドル前後と高い。一人で何

個もバレンタインデー用のアレンジを購入する男性客も多いという。 
 アメリカの物日としては、もっとも忙しいのがバレンタインデー、次いで母

の日、クリスマスの順であり、特にクリスマスはクリスマス直前需要だけでな

く、12 月 1 週目から断続的にクリスマスパーティーが続くため、12 月に入ると

継続的に忙しいという。 
 ロサンゼルスを有するカリフォルニア州はアメリカの花き生産の屋台骨とな

っていることから、全般的に花の卸価格が安く、国産比率が他の週に比べると

きわめて高いという。アメリカは国内輸送費が高く、たとえばカリフォルニア

からニューヨークへ輸出するコストは輸入花並みにかかることから他州では国

産花の価格が高いが、カリフォルニア州では地元の高い品質の花が輸入花より

安く購入できる。そのため、日本の高い価格の花がカリフォルニア州に浸透す

るのは難しいのではないか？というのが店主の意見であった。 
 近年は不況の影響で店舗をたたみ、無店舗で法人向けの活けこみやパーティ

ー装飾を行うフローリストも増えてきた。特に長年営業を続けていて固定の顧

客を持っているフローリストにとって、店舗を持つことの意味はあまりないた

め、経費削減のために無店舗営業を行うケースも増えているという。 
 ロサンゼルスにはフラワーアレンジメントスクールがほとんどなく、ニュー

ヨークのようにファッション業界やパーティー業界で活躍するトップフローリ

ストと称される位置づけのフローリストも存在せず、花は生活に身近な存在で
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あるのが市場の特徴であるという。地元女性は家に飾るために花を買うことが

多く、特別な存在というよりは自家消費が主なマーケットであるのがロサンゼ

ルスのマーケットの特徴である。ただし、日本の青山フラワーマーケットのよ

うに、自家消費向けの安価なレディーメードアレンジを販売している店舗はほ

とんどなく、基本は自分の好みに合わせたアレンジを注文するのが自家消費ス

タイルとなっている。 
 また、気候の温暖なカリフォルニアの地理的特性から、鉢物や苗ものの需要

が多いのも東海岸や内陸部の花き消費マーケットとは異なる消費文化を形成し

ている。American Harvest Flowers でも一般家庭からのガーデニング施工の受注

を多く受けており、店頭には鉢花を、屋外売り場には苗ものも販売している。 
 
 
②Los Angeler Flower District 
 基本は業者向けに卸売りをする花市場であり、地元生産者や花き卸売業者、

輸入業者などがブースを構えて販売する相対市場であるが、入場料を払うこと

で一般消費者も入場することができ、花屋よりも安い価格で小売販売も行って

いる。 
 ただし、花の価格は安いがアレンジはしてくれない。基本的に卸販売の単位

に準じて束で購入するか、小売用に作ってあるパック花を買うかのいずれかを

消費者は選択することになる。自宅用にパーティーや来客などでたくさんの花

を飾る場合などはフローリストで購入するよりも安く買えるため、まとめ買い

をしたい消費者がターゲットになっている。同市場で販売していた春の主力ア

イテムの卸価格と小売価格、物日価格を比較すると下記のとおりとなる。 
 
 
品目 市場価格 小売価格（平常） 小売価格（物日） 
バラ 15-25 ドル（束 25

本） 
4-6 ドル 7-8 ドル 

ユリ・カサブラン

カ 
30-35 ドル（束 10

本） 
10.5 ドル 15 ドル 

ラナンキュラス 8-9 ドル（束 10 本） 2.5 ドル 3.5 ドル 
チューリップ 8 ドル（10 本） 2.5 ドル 3.5 ドル 
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（ｂ）量販店調査結果 
 
①Whole Foods Market, Inc. 
 
Whole Foods Market, Inc.とは、テキサス州・オースティンを本拠とする、米国の

自然派高級食料品スーパーマーケットチェーンである。Whole Foods で販売され

ている花きは、周辺地域、全米およびに世界全国から仕入れている。仕入部門

は、環境にやさしい花き購入の新しい機会を常に探していることを売り文句と

しており、下記のコンセプトのもとに商品を展開している。 
 
○Veriflora Certified Flowers 

Veriflora とは、米国もしくは海外で生産された持続可能性に関する国内規格案

を満たす新鮮な切花およびに鉢花に適用される証明ラベルである。この Veriflora
ラベルは、公正な雇用およびに雇用慣行、安全な労働環境およびに住宅事情、

医療、教育、交通へのアクセス、そして児童労働防止を保証している。 
 
○Whole Trade Guarantee & Flowers 

Whole Trade のシールは、花き類が厳しい貿易倫理、環境にやさしい農業およ

びに最高品質等の基準に基づいて生産されていることを保証している。これら

の商材は国際的な認証として知られる『フェアトレード』認証を受けており、

国際フェアトレード機構（ＦＬO）の下に米国内でライセンス管理を行う『トラ

ンスフェア』の認証マークを商品に添付して販売している。同社が定める Whole 
TradeTM コンセプトは以下のとおりである。 

Whole Foods Market®では、消費者、株主、チームメンバーおよびに供給業者

等、ビジネスをともにする全員に対する責任があると信じている。グローバル

市場が委縮していく中、（Whole Foods®の）製品の仕入れ先となる発展途上国の

生産者のコミュニティーへ社会的責任を広げる方法を探している。その結果、

論理的な Whole Trade プログラムを実施し、 
 
- 独自の高品質スタンダードに見合う品質 
- 生産者に儲けが残るように金を支給する 
- 労働者にさらにいい賃金およびに労働環境提供を保障する 
- 環境保全 
- 貧困絶滅のため、売上の 1％は The Whole Planet FoundationTM へ寄付されてい

る 
 
顧客に Whole Trade 商品を選択してもらうことによって、客に発展途上国への健

全な労働環境保証支援を行う機会を与えている。国際的なフェアトレードラベ
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ルの認証を受けた商品について、さらに独自の基金への寄付を通じて社会貢献

に寄与するなど、企業の社会的責任に対する活動として花き販売分野でも積極

的な取り組みがなされている。 
 
○Certified Organic Flowers 
日本ではまだなじみのないオーガニックフラワーであるが、Whole Foods 自体

がオーガニック商材比率が極めて高いスーパーとしてブランディングがなされ

ているため、花売り場でも積極的にオーガニックフラワーが取り入れられてい

る。同社の定義によると、オーガニックフラワーは非常に限定された供給であ

るとされ、土壌肥沃度の向上およびに維持、毒性およびに難分解性の化学肥料

およびに農薬使用を廃止、およびに生態系の調和を維持、復元、向上させると

ともに、生物学的に多様な農業の構築をサポートしつつ生産されているものに

限られると定義づけられている。 
 
全米に展開するスーパーマーケットであり、大量仕入れによるコスト削減を徹

底して行う量販店において商品構成はどの店舗でも大きく変わらないが、ニュ

ーヨーク・コロンバスサークル店における、花の価格は下記のとおりである（写

真撮影不可のため行えず）。 
 
- Whole Trade ブーケ：$12.99 
- Whole Trade アルストロメリア：$7.99/束 
- Whole Trade ブーケ：$12.99 
- Whole Trade スプレーローズのブーケ（セール商品）：$9.99 
- Whole Trade バラ（エクアドル産）：$19.99/束 
- Natural Beauty ブーケ：$24.99 
- ローカル商品 ニューヨーク州で生産されたチューリップ：$6.99/10 本 
- ローカル商品 ニュージャージー州で生産された胡蝶蘭の鉢花（シングル）：

$24.99 
- 6 インチ(15.2cm)鉢 春の球根（チューリップの鉢植え）：$6.99 
- 50cm バラ 1ダース：$12.99 
- アジサイ：$9.99/3 本 
- アドレムチューリップ（セール商品）：$7.99/10 本 
- オリエンタルリリー：$12.99/束 
- カラー：$4.99 
- ガーベラデイジー（ボゴタ産）：$9.99/10 本 
- スプレーローズ：＄9.99/束 
- トルコギキョウ：$4.99/束 
- バラ：$2.99/1 本（赤・レジ前にて販売） 
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 おおよそ、どこのスーパーマーケットチェーンでもボリュームゾーン商材の

価格帯は 5 ドル～10 ドル程度であるが、同社が展開する Whole Trade 認定商材

の価格は通常商材よりもかなり高めの設定となっていた。同社はオーガニック

系スーパーであり、どちらかというと高級スーパーとして認知されていること

から、購入層も比較的裕福な世帯が多いため、これら社会貢献プログラムを備

えた設定価格が高めのパック商材についても消費が多いものと思われる。 
 
 ６ 小売段階における差別化の状況 
 
本報告書中の『２ 販売方法、販売促進方法』でも述べたとおり、アメリカ国

内での表示販売および日持ち保証販売は欧州と比較してかなり出遅れている状

況にある。小売店のうち、路面店での差別化はデザインと花材によりなされて

おり、一般的に産地表示や品種表示、鮮度保証を前面に出した店頭販売につい

てはほとんど考慮されていない。一部の高級スーパーマーケットでは、フェア

トレードや日持ち保証を始めているチェーンもあり、ＣＳＲが重要視される社

会潮流の中で、今後欧州のように表示、日持ち保証販売が浸透してくると考え

られるが、特筆すべき特徴は今のところ見受けられない。 
 
 ７  花きについての最終消費者の嗜好、クレーム等 
 
 アメリカの花き消費は、一般消費者のホームユース向けに安価に販売する量

販店からの購入による消費と、ギフト需要や富裕者および法人向けに高単価に

販売する一般小売店からの購入による消費に 2 分される。 
 量販店での取扱アイテムは、キク、ガーベラ、トルコギキョウ、カーネーシ

ョン、小輪バラなど仕入れ原価が安価なアイテムに絞り込まれており、これら

は消費者層にも安価で手頃な花として浸透している。そのため、一般消費者で

もスーパーやデリなどの量販店で販売される花束はギフトとして利用すること

はないとのことであった。量販店における花き消費の嗜好は基本的に売り手の

押し付けに近いものがあり、どの店舗を除いても展開商品に個性がないという

のが現実である。 
 一方、路面店を展開する小売店での花き販売では、それぞれのオーナーの店

づくりにおけるコンセプトにより取扱商品が大きく異なり、高級店では品質が

高く通常流通していない花材を求める消費者が多く、カーネーションやアルス

トロメリアなど量販店で安価に販売している商材は取扱いしない店舗も多い。 
一方、比較的安価な価格で販売する小売店ではデリやスーパーで取り扱って

いる花材も多く取扱い、アレンジの技術料などの付加サービスで利益を積み増

す方式をとっている。 
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アメリカの花き消費嗜好で共通する点として、①鮮やかではっきりとした色

を好む点、②大輪で存在感のあるボリュームに富む花という 2 点があげられる。

これらは欧州や中国などの他の大陸でも共通であり、日本のようにパステル系

のソフトカラーを好み、繊細な色彩の違いをも重視する花の消費嗜好とは大き

くかけ離れているといえる。 
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Ⅲ その他関連情報の調査  

  
１ 主要な地域における検疫制度 
 
 アメリカにおける通関は基本的にアメリカ農務省（ＵＳＤＡ）の定める規則

に基づいて行われている。しかし、検査の運用上の判断の査定ラインが州によ

って異なり、農業を大きな産業とするカリフォルニア州では非常に厳しい検査

が行われることがアメリカ国内の通関業者や輸入業者の間では認知されてい

る。また、シカゴ国際空港のように、くん蒸施設を有しない空港では、ＵＳＤA
の規定では認められるくん蒸後通関が実際は行えず、輸入検疫で虫が見つかっ

た場合には廃棄しか選択肢がない場合もあり、実際には貿易会社の輸入リスク

は空港のインフラとそれぞれの州の検疫検査時の判定における慣行により大き

く左右されることになる。 
 ＵＳＤＡの定める規則は細かな規定まで含めると数百ページにも及ぶもので

あるが、付則が毎年のように積み重ねられていくため、必要な情報にたどり着

くまでにかなりの労力を要する。 
 以下、ＵＳＤA の定める規定のうち、日本からの花き類の輸出に関連する項

目を抜粋して翻訳したものを掲載する。 
 
 
（１）切花輸入に関する法令（連邦規則７CFR319.74） 
 
（ａ）切花輸入に関する規定 
●公開元ＵＲＬ 
http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/cutflowers.shtml 
 
1997 年 9 月 25 日より連邦規則７CFR319.74 の規定により、切花輸入に植物保

護検疫部（PPQ）の書面の許可は不要となる。ただしベリー類のついた植物、

ワシントン条約（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約

／CITES）で保護されている植物、アメリカ合衆国を通過する場合はその限り

ではない。 
 
輸入する切花にベリー類がついている場合は、植物および植物製品輸入申請書

に記入のこと。 
・ 許可書を申し込む－PPQ 申請書 587、植物および植物製品の輸入許可申込

書 
 



 

42 
 

関連情報 
輸入する切花がワシントン条約で保護されている種の場合は、ワシントン条約

関連情報を参照のこと。 
（ http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/cites_enda
ngered_plants.shtml） 
 
切花をアメリカ合衆国を通過させる場合は、通過許可関連情報を参照のこと。

（http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/transit.shtml） 
 
 
 
（ｂ）切花に輸入に関する定義および条件 
 
●公開元ＵＲＬ 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=64938ae67d906

f1fc8ba68b478241a07&rgn=div6&view=text&node=7:5.1.1.1.6.15&idno=7 

 

第 7章：農業 

319条‐外国の検疫証明 

 

Subpart‐切花 

 

出展：特に記載のない場合は 1999年 7月 15日法令 64FR38110による。 

 

319.74-1 定義 

 

行政官 動植物調査局(APHIS)、アメリカ合衆国農務省の行政官、またはアメリ

カ合衆国農務省の代理として派遣された職員をさす。 

切花 商業植物生産業界において、非常に枯れやすい商品とされる。切花は植

物の一部を切り取り、花部および植物のその他部位が付随した、生鮮なものを

さす。この定義にはドライフラワー、漂白されたもの、着色されたもの、また

は薬品処理をほどこされた装飾用の植物素材、羊歯の葉、スギノハカズラなど

新鮮な切花と組み合わせられることの多い、ボリュームをだすためのものやグ

リーン、モチノキ、ヤドリギ、クリスマスツリー等のクリスマス用の緑樹は含

まれない。 

検査官 行政官より権限を与えられ、当サブパートを執行する者が検査官とな

る。 

アメリカ合衆国 アメリカ合衆国の全州、コロンビア特別区、グアム島、北マ
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リアナ諸島、プエルトリコ、バージン諸島、およびアメリカ合衆国の全領土、

領地をさす。 

 

319.74-2 切花搬入に際しての条件 

(a)検査 アメリカ合衆国に輸入される切花はすべて、到着した最初の通関地に

て、検査官の検査に応じられるようにしなくてはならず、検査官より許可を受

けるか他地への移動を認められるまでは、最初の通関地に留まらなくてはなら

ない。 

(b)病害虫の侵入を阻止するための措置‐検査官からの通達 検査官より殺菌

消毒、クリーニング、処置、再輸出、または病害虫および病気が附着している

とみなされた切花に対するその他の処置を命じられた場合、検査官が緊急措置

通達(PPQ書式 523)を輸入業者、荷主、業者、または切花輸入業者ないし荷主の

代理人に渡す。輸入業者、荷主、または業者、または切花輸入業者ないし荷主

の代理人は PPQ書式 523で定められた期間内に、費用は自己負担で切花を処分、

アメリカ合衆国外に再輸出、許可された場所への移動や、検査官の定める PPQ

書式 523 に定められた切花の処理、クリーニング、またはその他の防疫処理を

施さなくてはならない。加えて輸入業者、荷主、業者、または切花輸入業者な

いし荷主の代理人が PPQ 書式 523 にある条項に指定の期間内に従わなかった場

合、動植物調査局(APHIS)が切花の処分を手配し、その費用は輸入業者、荷主、

業者、または切花輸入業者ないし荷主の代理人が負担するものとする。クリー

ニングや処置を受けた切花は、当法令に準拠するまで検査官の判断において、

事前に検査官が指定する時と場所にて再度の検査、クリーニング、処置に備え

なくてはならない。措置により輸入された切花に弊害があった場合も、農務省

および検査官が責任を負わないものとする。 

(c)agromyzidsのくん蒸 (1) agromyzids(ハモグリバエ科の昆虫)が発生するす

べての国、地域からの輸入や、検査において附着が認められた切花は、本条パ

ラグラフ(c)(2)により輸入時に臭化メチルでくん蒸する。以下の場合は例外と

なる。 

(i)カナダ(ラブラドル半島、ニューファンランド島を含む)、メキシコから輸入

された切花は、agromyzidsが発見されてもくん蒸を求められることはない。 

(ii)コロンビアまたはドミニカ共和国より輸入されたキク科全種の切花は、

agromyzids が発見されても、それが Liriomyza trifolii(Burgess)であった場

合はくん蒸を求められることはない。 

(2)くん蒸手順 切花の agromyzids(ハモグリバエ科の昆虫)くん蒸は、常圧の室

内で臭化メチルを使用するか、防護カバーを被せ、以下のうち一つの手順に基

づき行う。 

1000cuフィートにつき 11/2ポンドを、華氏 80～90度で 2時間。 

(最初の 30分は濃度 19オンスで) 
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(濃度 12オンスで 2時間)または 

1000cuフィートにつき 2ポンドを、華氏 70～79度で 2時間。 

(最初の 30分は濃度 24オンスで) 

(濃度 16オンスで 2時間)または 

1000cuフィートにつき 2.5ポンドを、華氏 60～69度で 2時間。 

(最初の 30分は濃度 30オンスで) 

(濃度 20オンスで 2時間)または 

1000cuフィートにつき 3ポンドを、華氏 50～59度で 2時間。 

(最初の 30分は濃度 36オンスで) 

(濃度 24オンスで 2時間)または 

1000cuフィートにつき 3.5ポンドを、華氏 40～49度で 2時間。 

(最初の 30分は濃度 41オンスで) 

(濃度 27オンスで 2時間) 

付記：上記のくん蒸により切花が痛む可能性あり。 

 

(a)キク白さび病 (1)以下のキク、ミコシギク、ハマギク属全種の植物は、キ

ク白さび病の宿主とみなされる。 

感染の可能性のあ

る種の学名 別称 通称 

チ シ コ ハ マ ギ ク

(Chrysanthemum 

arcticum L.) 

チシコハマギク(Arctanthemum arcticum

(L.) Tzvelev お よ び Dendranthema 

arcticum (L.) Tzvelev) 

Arctic chrysanthemum お

よび arctic daisy. 

ア ブ ラ ギ ク

(Chrysanthemum 

boreale (Makino) 

Makino) 

Chrysanthemum indicum L. var. boreale

Makino お よ び キ ク タ ニ ギ ク

(Dendranthema boreale (Makino) Ling 

ex Kitam) 

 

シ マ カ ン ギ ク

(Chrysanthemum 

indicum L.) 

Dendranthema indicum (L.) Des Moul  

ノ ジ ギ ク

(Chrysanthemum 

japonense Nakai) 

Dendranthema japonense (Nakai) Kitam. 

お よ び Dendranthema 

occidentali-japonense Kitam 

ノジギク 

Nojigiku. 

リ ュ ウ ノ ウ ギ ク

(Chrysanthemum 

japonicum Makino) 

Chrysanthemum makinoi Matsum. & Nakai

お よ び Dendranthema japonicum

(Makino) Kitam 

リュウノウギク 

Ryuno-giku. 
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シ ョ ク ヨ ウ ギ ク

(Chrysanthemum ×

morifolium Ramat) 

Anthemis grandiflorum Ramat. 、

Anthemis stipulacea Moench 、

Chrysanthemum sinense Sabine ex 

Sweet 、 Chrysanthemum stipulaceum

(Moench) W. Wight、Dendranthema ×

grandiflorum (Ramat.) Kitam. 、

Dendranthema × morifolium (Ramat.) 

Tzvelev および Matricaria morifolia

Ramat 

Florist's 

chrysanthemum 、 

chrysanthemum 、および 

mum. 

イ ソ ギ ク

(Chrysanthemum 

pacificum Nakai) 

Ajania pacifica (Nakai) K. Bremer & 

Humphries お よ び Dendranthema 

pacificum (Nakai) Kitam 

イソギク 

Iso-giku. 

シ オ ギ ク

(Chrysanthemum 

shiwogiku Kitam) 

Ajania shiwogiku (Kitam.) K. Bremer & 

Humphries お よ び Dendranthema 

shiwogiku (Kitam.) Kitam 

シオギク 

Shio-giku. 

ナ カ ガ ワ ノ ギ ク

(Chrysanthemum 

yoshinaganthum 

Makino ex Kitam) 

Dendranthema yoshinaganthum (Makino 

ex Kitam.) Kitam 

 

Chrysanthemum 

zawadskii Herbich 

subsp. yezoense

(Maek.) Y. N. Lee 

Chrysanthemum arcticum subsp. 

maekawanum Kitam 、 Chrysanthemum 

arcticum var. yezoense Maek. 

[basionym] 、 Chrysanthemum yezoense

Maek. [basionym] 、 Dendranthema 

yezoense (F. Maek.) D. J. N. Hind お

よび Leucanthemum yezoense (Maek.) á. 

Löve & D. Löve 

 

Chrysanthemum 

zawadskii Herbich 

subsp. zawadskii  

Chrysanthemum sibiricum Turcz. ex 

DC., nom. inval. 、 Dendranthema 

zawadskii (Herbich) Tzvelev、および

Dendranthema zawadskii var. zawadskii

 

Leucanthemella 

serotina (L.) 

Tzvelev 

Chrysanthemum serotinum L. 、

Chrysanthemum uliginosum (Waldst. & 

Kit. ex Willd.) Pers.、およびPyrethrum 

uliginosum (Waldst. & Kit. ex Willd.)

Giant daisy または high 

daisy. 
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ハ マ ギ ク

(Nipponanthemum 

nipponicum 

(Franch. ex Maxim.) 

Kitam) 

Chrysanthemum nipponicum (Franch. ex 

Maxim.) Matsum.および Leucanthemum 

nipponicum Franch. ex Maxim 

Nippon daisy ま た は 

Nippon-chrysanthemum. 

(2) キク白さび病の発生地とみなされている地域は以下の通り。アンドラ、アルゼンチ

ン、オーストラリア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルネイ、

カナリア諸島、チリ、中華人民共和国、コロンビア、クロアチア、エクアドル、アイス

ランド、日本、大韓民国、リヒテンシュタイン、マケドニア、マレーシア、メキシコ、

モルドバ、モナコ、ニュージーランド、ノルウェー、ペルー、南アフリカ、ロシア、サ

ン・マリノ、スイス、台湾、タイ、チュニジア、ウクライナ、ウルグアイ、ベネズエラ、

ユーゴスラビア、欧州連合(オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ

共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハン

ガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、

オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、

スウェーデン、イギリス)および東経 90度から 180 度の間に一部または全領域位置する

国、領土、領地をすべて含む。 

(3)本条パラグラフ(d)(1)にリストされた種の切花を、本条パラグラフ(d)(2)にある地

域よりアメリカ合衆国に輸入するには、以下の条件を満たしていなくてはならない。 

(i)花はそれぞれの国の国家植物防疫機関(NPPO)に登録した生産地か NPPO 管轄下また

は指定の者のいる生産地で育て、NPPO またはその指定の者は動植物調査局(APHIS)に登

録地の一覧を提出する。 

(ii)切花一出荷ごとに植物検疫証明または、原産国の NPPO か指定の者が発行した同等

の書類に、生産地名と委託貨物が検査済みでキク白さび病菌にかかっていない旨を追加

として明記したものを添付する。 

(iii)切花の出荷には箱のラベルおよび、添付するその他書類には、登録の生産地名を

明記する。 

(iv)動植物調査局(APHIS)より権限を与えられた検査官が、生産地およびキク白さび病

が発症していないことを確認するため必要な、その他の区域への立ち入りを許可する。 

(4)これらの条件を満たさない切花は、アメリカ合衆国への搬入を拒否される。アメリ

カ合衆国到着後、登録生産地より出荷された切花にキク白さび病が見つかった場合、同

生産地からの輸入は、根絶対策が功を奏し生産地内での同病発生の可能性は無くなった

と、動植物調査局(APHIS)と輸出国 NPPO が合意に達するまで禁止となる。 

(e)放射線処理 切花および葉は、本項目の規定により、本章 305.31(a)にリストされ

た一以上の病害虫の処置、検疫、防除の対象になっている場合、代わりとして放射線処

理を施すことも可能である。305.31(a)にあげられた病害虫に放射線処理を施す場合、

305.31(a)で指定された線量を当て、本条 305.34 に定められたその他の条件に基づき執
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り行なう。切花によっては放射線処理で痛む可能性がある。 

搬入拒否 輸入された切花の病害虫または病気感染を検査官が発見し、同官がクリーニ

ングまたは処置が不可能か、土や禁止される不純物が付着していると判断した場合、同

荷口全体のアメリカ合衆国搬入が拒否される可能性がある。(行政管理予算局コントロ

ール番号 0579-0271 にて認可済み)[1999 年 7月 15 日法令 64FR38110、改正 2006 年 1月

27 日 71FR4464、2007 年 4月 3日 72FR15811] 

 

319.74-3 農務省による輸入 

アメリカ農務省は、病害虫の蔓延を防ぐために行政官が定めた規定と制約に基

づき、実験や科学用途に切花を輸入することができる。 

 

31974-4 費用と手数料 

動植物調査局(APHIS)、アメリカ農務省の負担は、検査官の通常業務時間と場所

において発生する業務コストのみとする。(それ以外の検査官の業務コストは、

7CFRパート 354に定められた通り)切花の輸入業者、荷主、業者、または切花輸

入業者ないし荷主の代理人は、本条の定めに従い検査官から別途検査、処置、

移動、保管、処分を指示された場合、人件費、薬品、梱包資材やその他必要と

なるものに付随する。 

 

 

 

（２）鉢物輸入に関する法令 

 

（ａ）栽培資材等に関する規定 

 

●情報公開元 URL 

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&rgn=div5&view=text&node=7
:5.1.1.1.6&idno=7#7:5.1.1.1.6.7.36.9 
 
319.37-8  栽培資材 
(a)輸入制限のある品目は、アメリカ合衆国輸入または持ち込みの際、砂、土や

その他栽培資材が付着していてはならない。以下のパラグラフ(b)、(c)、(d)、

(e)に当たるものは例外となる。 

(b)(1)輸入制限のある品目がカナダより輸入される場合、以下パラグラフ

(b)(2)を除いてどの栽培資材の付着も認められる。 

(2)ニューファンランドかブリティッシュ・コロンビア州中央サーニッチ地区、

ウエスト・サーニッチ・ロード東からの輸入制限のある品目は、承認された栽

培資材を使用し、添付した検査証明書に追加項目としてジャガイモシストセン
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チュウ(Globodera rostochiensis と G. pallida)の害虫予防を施された環境で育て

た旨が明記されていること。 

(c)輸入制限のある品目で、寒天状の組織のみを利用して栽培、育てられたもの

は、その栽培資材を付着させたまま輸入できる。 

(d)(ラン科の植物を含む)着生植物で、ヘゴ板、やし殻、やし殻繊維、新品の素

焼きの鉢、新品の木製のかごのみを利用し栽培したものは、栽培資材を付着さ

せたまま輸入できる。新品の木製のかごは 319.40-1から 319.40-11までの条件

を全て満たしていること。 

(e)以下に列記する輸入が制限される種の植物は、本パラグラフの中で認可され

た栽培資材を付着させたまま輸入できる。その際、その品目は本パラグラフの

条件を満たし、添付する原産地の植物保護組織の発行する検査証明書にて本パ

ラグラフの条件を満たしていることを証明しなくてはならない。 

アルストロメリア 

パイナップル科アナナス属(10) 

 (10)アナナス類パイナップル科(bromeliads)に属するものをハワイに輸

入する場合は、319.7-7に基づき検査証明書が必要となる。 

アンスリウム 

中華人民共和国からの人工的に育成を抑えた盆景の以下の種。ツゲ科(Buxus 
sinica)、ムササキ科チシャノキ属(Ehretia microphylla)、マキ科イヌマキ属

(, Podocarpus macrophyllus)、クロウメモドキ科クロイゲ属(Sageretia 
thea)、アカネ科ハクチョウゲ属(Serissa foetida)。 

ベゴニア 

グロキシニア(＝シンニギア) 

ニドゥラリウム(11) 

(11)脚注(10)を参照のこと 

ペペロミア 

台湾からのコチョウラン spp. 

Polypodiophyta  (＝Filicales)(シダ目) 

オ ラ ン ダ、 デ ンマ ー クか ら のサ ボ テ ン科 リ プサ リ ドプ シ ス 属

spp.(Rhipsalidopsis) 
ヨーロッパからのツツジ属 

セントポーリア 

オランダとデンマークからのシュルンベルゲラ属 spp.(Schlumbergera) 
(1)認可される栽培資材は、クレイペレット(baked expanded clay pellets)、石

炭焼灰、コイア繊維、コルク、ガラス綿、有機または無機繊維、泥炭、パーラ

イト、フェノールホルムアルテヒド、プラスチック片、ポリエチレン、デンプ

ンポリマー(polymer stabilized starch)、ポリスチレン、ポリウレタン、ロック

ウール、ミズゴケ、ユリア樹脂、高吸水性ポリマー混和(stockosorb 
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superabsorbent polymer)、バーミキュライト、火山石、ゼオライト、または上

記のものであればどの組み合わせであっても混合可。栽培資材は未使用品を利

用のこと。 

(2)本パラグラフに挙げられた品目を輸入する場合、執行に関する本法箇所へ、

原産国植物保護組織およびアメリカ植物保護検疫部が書面で同意、署名し、そ

れに基づき栽培をする。品目は動植物調査局(APHIS)検査官または外国の植物保

護組織検査官により、温室に設置前 60日以内に検査を受け病原菌、害虫がいな

いことを確認された親株より育てること。(温室内で種の状態から発芽させた品

目は例外となる)加えて以下の条件も満たすこと。 

(i)栽培者と原産国植物保護組織の間に結ばれた同意書に従って栽培する。同意

書の中で栽培者は、本法箇所の規定に従うことに同意し、原産国植物保護組織

の代理人および検査官が、本法箇所の規定が守られているか調査するため栽培

施設に立ち入ることを認める。 

(ii)常時病害虫、病気を防ぐための十分な衛生処置が施された温室内のみで栽

培する。衛生処置に含まれるのは床、陳列棚、器具の掃除と消毒、植物に有害

な病気、昆虫、その他の害虫に対する対策。温室には砂、土、土壌が入らない

ようにし、出入り口を除くすべての通気口その他の開閉工は、スクリーンが

0.6mm以下(ロドデンドロン spp.用の温室の場合 0.2mm)の開きであること。出入

り口のドアはすべて自動的に閉まるようになっていること。 

(iii)アメリカ合衆国輸入直前の通し 4ヶ月を、当パラグラフの条件に沿った温

室内で根と葉の成長過程にあったこと。 

(iv)温室内で種の状態から栽培された、またはアメリカ合衆国へ輸入される前

の最低 9ヶ月のあいだ輸出国で栽培された親株から分けられたものであること。

その場合、親株が他国から輸出国に来たものであった場合、以下の条件を満た

していること。 

(A)子株がアメリカ合衆国に輸入される前、最低でも 12 ヶ月のあいだ、輸出国

で栽培されたもの。または 

(B)輸出国に輸入された時点で、輸出国の植物保護検査局の定める、該当する植

物種の病害虫対策を施され、子株がアメリカ合衆国に輸入される前の最低でも 9

ヶ月間、輸出国で栽培されたもの。 

(v)沸騰処理または低音殺菌された雨水、汚染されていない井戸水、または飲料

水で潅水をする。 

(vi)319.37-8(e)に記載された、許可された栽培資材で根付き成長したもので、

棚の脚が床より最低 46cmの高さのあるものを使用する。 

(vii)砂、土、病害虫のない場所で保管、梱包する。 

(viii)アメリカ動植物調査局(APHIS)の検査官または輸出国の植物保護組織検

査官によって、アメリカ合衆国へ輸出される 30日以内に、温室内で検査を受け

害虫、病気にかかっていないと確認されること。 
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(ix)ロドデンドロン種に限っては、アメリカ動植物調査局(APHIS)の検査官また

は輸出国の植物保護組織検査官によって、親株が以下の病原菌にかかっていな

いことを、視覚的に検査されたものより繁殖すること。検査が必要な病原菌は

Chrysomyxa ledi var. rhododendri, Erysiphe cruciferarum, Erysiphe rhododendri, 
Exobasidium vaccinnum and vaccinum var. japonicum, Phomopsis theae; 
(x) ロドデンドロン種に限っては、エアロック型の一方の扉が開いている時に

はもう一方は閉じるようになっている自動二重扉の、温室内のみで栽培したも

のであること。組織培養されたか、親株から切った茎には根がついていない状

態で温室に移動されたものであること。その際、親株は 

(A)輸出国植物保護組織の規定する、ダニ、カイガラムシ、コナジラミ科病害虫

防除剤くぐらせること。加えて 

(B)過去最低 6 ヶ月、319.37–8(e)(2)(ii)の条件を満たした温室で栽培されたもの

であること。 

(xi)中華人民共和国からのタイワンアサマツゲ (Buxus sinica)、フクマンギ

(Ehretia microphylla)、イヌマキ(Podocarpus macrophyllus)、クロイゲ(Sageretia 
thea)、ハクチョウゲ(Serissa foetida)は、加えて以下の条件を満たしていること。 

(A)繁殖方法 人工的に育成をおさえた盆景用の繁殖には、許可された温室に移

動するとき種子、組織培養、根のついていない挿し木か、根がついている場合

は栽培資材なしの状態であること。挿し木に根がついている場合は、土での栽

培を全く行っていないものであること。根がついている挿し木は温室内、また

は温室外で、(46cmの高さのある)棚に載せ、アメリカ動植物調査局(APHIS)の許

可する栽培資材を利用し、鉢で栽培する。 

(B)検査と処置 挿し木を温室に移動させるときには、栽培資材なしの状態で、

検査を受け害虫、病気にかかっていないことを確認したうえ、中国植物保護組

織の規定する、ダニ、カイガラムシ、コナジラミ科、アザミウマ(スリップス)、

真菌の病害虫防除剤くぐらせること。人工的に育成をおさえた盆景は、アメリ

カ動植物調査局(APHIS)の検査官または輸出国の植物保護組織検査官によって、

親株が以下の病原菌にかかっていないことを、視覚的に検査されたものより繁

殖すること。検査が必要な病原菌は以下の通り。 

(1)タイワンアサマツゲ(Buxus sinica)は、Guignardia miribelii、Macrophoma 
ehretia、Meliola buxicola、Puccinia buxi. 
(2)フクマンギ (Ehretia microphylla)は、 Macrophoma ehretia、Phakopsora 
ehretiae、Pseudocercosporella ehretiae、Pseudocercospora ehretiae-thyrsiflora、
Uncinula ehretiae、Uredo ehretiae、Uredo garanbiensis. 
(3)イヌマキ(Podocarpus macrophyllus)は、Pestalosphaeria jinggangensis,、
Pestalotia diospyri、 Phellinus noxius、Sphaerella podocarpi. 
(4)クロイゲ(Sageretia thea)は、Aecidium sageretiae. 
(5)ハクチョウゲ(Serissa foetida)は、Melampsora serissicola. 
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(C)栽培 人工的に育成をおさえた盆景は、輸出直前の最低 6 ヶ月は認可を受け

た温室内で栽培されること。 
(D)その他の処置 温室内にある間、植物は適切な病害虫防除剤処理を、輸出前

の三ヶ月間、最低でも 10 日おき、または必要な頻度で行い病害虫がつかない状

態にする。 
(f)輸入制限品目ヒヤシンス属は、未使用の泥炭、ミズゴケ、バーミキュライト

を栽培資材にするか、合成物質の栽培資材、またはプラスチック片、ガラス綿、

有機または無機繊維、ポリウレタン、ポリスチレン、フェノールホルムアルデ

ヒド樹脂、尿素樹脂などの合成物質製園芸フォームで栽培したものは輸入可。 
(1)原産国が本法箇所に従う旨を、原産国植物保護組織およびアメリカ植物保護

検疫部が書面で同意する場合。 

(2)栽培者と原産国の植物保護組織の間に同意書で、栽培者が本法箇所に従うこ

とを同意した場合、栽培者は査官が本法箇所の規定が守られているか調査する

ため栽培施設に立ち入ることを認め、また原産国植物保護組織の代理人が本法

箇所の規定が守られているか審査するため栽培施設に立ち入ることを認める。 
(3)この場合(i)成長期に入る直前に原産国の植物保護組織の検査を受け、有害な

病気、昆虫、その他の害虫がないことを確認する。 
(ii)成長期を通して囲われた室内の中の冷蔵室(温度は摂氏 9 度(華氏 48 度)を

超えないこと)で栽培する。 

(iii)本パラグラフ(f)の条件を全て満たした品目専用の冷蔵室のみで栽培する。 

(iv) 未使用の泥炭、ミズゴケ、バーミキュライトを栽培資材にするか、合成物

質の栽培資材、またはプラスチック片、ガラス綿、有機または無機繊維、ポリ

ウレタン、ポリスチレン、フェノールホルムアルデヒド樹脂、尿素樹脂などの

合成物質製園芸フォームのみを使用して栽培する。 
(v) 沸騰処理または低音殺菌された雨水、汚染されていない井戸水、または飲料

水で潅水をする。 

(vi)砂、土、土壌のない冷蔵室で栽培する。 

(vii) 常に厳密な衛生処置を施された冷蔵室で栽培する。衛生処置は床、棚、

器具の掃除と消毒、植物に有害な病気、昆虫、その他の害虫に対する対策。加

えて 

(viii)砂、土、有害な病気、昆虫、その他の害虫がないことを確認した場所に

保管する。 

(4) 有害な病気、昆虫、その他の害虫がつかないよう適切な対策を講じた上で

保管、梱包、発送する。 

(5)原産国の植物保護組織より発行された検査証明書を添付し、その中で品目 7 
CFR 319.37–8(f)の規定にそった栽培、保管、発送手段をとったことを、追加と

して明記する。また、 
(6)添付された検疫証明書がアメリカ植物保護検疫部検査官より、原産国におい
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て、または輸入時に監査検疫のうえ上記の規定を満たしていると承認した場合。 
(g)栽培資材で栽培された植物の病害虫リスク回避基準 動植物調査局(APHIS)
は、栽培資材で栽培された植物の追加輸入許可に応える目的で国連食糧農業機

関(FAO)が定めた、国際植物防疫条約の病害虫リスク分析ガイドラインに則った 

病害虫リスク査定を行う。このガイドラインを取り寄せる場合は、農務省、動

植物調査局(APHIS)、植物保護検疫部、植物衛生科学技術センター(Center for 
Plant Health Science and Technology)、植物疫学およびリスク査定研究所(Plant 
Epidemiology and Risk Assessment Laboratory, 1017 Main Campus Drive, Suite 
2500, Raleigh, NC 27606)へ書面にて要請のこと。 
(行政管理予算局コントロール番号 0579-0266 にて認可済み)[1980 年 5 月 13 日

法令 45FR31585] 

編集付記：連邦規則 319.37-8関連箇所は、印刷版の手引きセクションまたは当

サイトの List of CFR Sections Affected ページを参照のこと。 
 
 
 
（ｂ）栽培資材が付着した植物に関する規定 
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/downloads/Q37-pigm.p
df 
 
栽培資材が付着した植物 
関連連邦規則: § 319.37-8 および § 319.5 
 
栽培のための植物はアメリカ合衆国への輸入の際、砂、土その他の栽培資材が

附着していてはならない。以下の場合は例外となる。 
 

輸入制限のある品目がカナダより輸入される場合、どの栽培資材の付着

も認められる。例外となるのはニューファンランドかブリティッシュ・

コロンビア州中央サーニッチ地区、ウエスト・サーニッチ・ロード東か

らの輸入制限のある品目は、承認された栽培資材を使用し、添付した検

査証明書に追加項目としてジャガイモシストセンチュウ(Globodera 
rostochiensis と G. pallida)の害虫予防を施された環境で育てた旨が明記

されていること。 

 

輸入制限のある品目で、寒天状の組織のみを利用して栽培、育てられた

ものは、その栽培資材を付着させたまま輸入できる。 

 

(ラン科の植物を含む)着生植物で、ヘゴ板、やし殻、やし殻繊維、新品
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の素焼きの鉢、新品の木製のかごのみを利用し栽培したものは、栽培資

材を付着させたまま輸入できる。新品の木製のかごは 319.40-1 から

319.40-11までの条件を全て満たしていること。 

 

以下に列記する輸入が制限される種の植物は、認可された栽培資材を付

着させたまま輸入できる。その際、その品目は添付する原産地の植物保

護組織の発行する検査証明書にて、7 CFR 319.8(e)の規定を満たしている

ことを証明しなくてはならない。 

 

アルストロメリア 

 

パイナップル科アナナス属(アナナス類パイナップル科(bromeliads)に

属するものをハワイに輸入する場合は、319.7-7に基づき検査証明書が必

要となる) 

 

アンスリウム 

 

中華人民共和国からの人工的に育成を抑えた盆景、以下の種をさす。ツ

ゲ科(Buxus sinica)、ムササキ科チシャノキ属(Ehretia microphylla)、マ

キ科イヌマキ属(, Podocarpus macrophyllus)、クロウメモドキ科クロイ

ゲ属(Sageretia thea)、アカネ科ハクチョウゲ属(Serissa foetida)。 

 

ベゴニア 

 

グロキシニア(＝シンニギア) 

 

ヒヤシンス 

 

ニドゥラリウム(アナナス類パイナップル科(bromeliads)に属するもの

をハワイに輸入する場合は、319.7-7に基づき検査証明書が必要となる) 

 

ペペロミア 

 

台湾からのコチョウラン 

 

Polypodiophyta  (＝Filicales)(シダ目) 

 

オランダ、デンマークからのサボテン科リプサリドプシス属
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(Rhipsalidopsis) 
 

ヨーロッパからのツツジ属 

 

セントポーリア 

 

オ ラ ン ダ と デ ン マ ー ク か ら の シ ュ ル ン ベ ル ゲ ラ 属 全

種.(Schlumbergera) 
 

認可される栽培資材(ヒヤシンス属を除く)は、クレイペレット(baked 
expanded clay pellets)、石炭焼灰、コイア繊維、コルク、ガラス綿、有機また

は無機繊維、泥炭、パーライト、フェノールホルムアルテヒド、プラスチック

片、ポリエチレン、デンプンポリマー(polymer stabilized starch)、ポリスチレ

ン、ポリウレタン、ロックウール、ミズゴケ、ユリア樹脂、高吸水性ポリマー

混和(stockosorb superabsorbent polymer)、バーミキュライト、火山石、ゼオ

ライト、または上記のものであればどの組み合わせであっても混合可。栽培資

材は未使用品を利用のこと。 

 

ヒヤシンス属は未使用の泥炭、ミズゴケ、バーミキュライトを栽培資材にする

か、合成物質の栽培資材、またはプラスチック片、ガラス綿、有機または無機

繊維、ポリウレタン、ポリスチレン、フェノールホルムアルデヒド樹脂、尿素

樹脂などの合成物質製園芸フォームでのみ栽培する。 
 
上記した輸入可能な品目は、書面にした同意書にあるとおり栽培すること。同

意書は以下の署名が必要となる。 
 
原産国植物保護組織およびアメリカ植物保護検疫部、加えて 

 

栽培者と原産国の植物保護組織の間に同意書で、栽培者が本法箇所に従うこと

を同意した場合、栽培者は査官が本法箇所の規定が守られているか調査するた

め栽培施設に立ち入ることを認め、また原産国植物保護組織の代理人が本法箇

所の規定が守られているか審査するため栽培施設に立ち入ることを認める。 

 

上記の品目は常時病害虫、病気を防ぐための十分な衛生処置が施された温室内

のみで栽培する。温室は条項 7 CFR 319.37-8 の規定を満たしていなくてはなら

ない。 
 
アメリカ合衆国輸入直前の通し 4 ヶ月を、当パラグラフの条件に沿った品目栽
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培専用の温室内で根と葉の成長過程にあったこと。温室内で種の状態から栽培

された、または 7 CFR 319.37-8 の規定に沿い輸出国で栽培された親株から分け

られたものであること。 

 

ヨーロッパからのロドデンドロン種、中華人民共和国からの人工的に育成を抑

えた盆景でツゲ科 (Buxus sinica)、ムササキ科チシャノキ属(Ehretia 
microphylla)、マキ科イヌマキ属(, Podocarpus macrophyllus)、クロウメモドキ

科クロイゲ属(Sageretia thea)、アカネ科ハクチョウゲ属(Serissa foetida)、お

よびヒヤシンス属は追加条件あり。 

 

本パラグラフの定める、上記の品目の詳しい栽培条件については 7 CFR 319.37-8
を参照のこと。 
 
動植物調査局(APHIS)に、栽培資材つきの植物を輸入規制品目に加えてもらう

には？ 
 
7 CFR 319の規制変更要望提出に必要な条件は7 CFR 319.5に述べられている。栽

培資材つきでの輸入が許されていない植物の輸入を希望する場合、動植物調査

局(APHIS)に要望を提出し、同局がその品目が新たに安全にアメリカ合衆国に輸

入可能か検討する。最初の要請は公式(例、書面)または非公式（例、アメリカ合

衆国と他国の二者討議の場で要望を出す）、また誰でもすることができる。そ

の要請に応じるのに規則改正が必要と動植物調査局(APHIS)より連絡があった

場合、品目の原産国植物保護組織は動植物調査局(APHIS)に7 CFR319.5(d)に記載

された情報を、動植物調査局(APHIS)が要請検討に入る前に提出する。適時に情

報提出のない要請は不完全とみなされ、必要な情報がすべて提出されるまで動

植物調査局(APHIS)は検討を一時保留とする可能性がある。 
 
住所 品目の原産国植物保護組織は、本項パラグラフ(d)に定められた情報を以

下まで提出のこと。Commodity Imports Analysis and Operations, PPQ, APHIS, 4700 
River Road Unit 140, Riverdale, MD 20737. 
 
情報 動植物調査局(APHIS)が 7 CFR 319 の規制変更要望を検討するために、

以下の情報を動植物調査局(APHIS)に提出すること。 
 
(1)要望提出者に関する情報 品目が輸出される国の政府植物保護組織の住所、

電話番号、ファックス番号、メールアドレス。または要望が数カ国・地域にま

たがる場合、輸出される国・地域の政府植物保護組織の住所、電話番号、ファ

ックス番号、メールアドレス。 
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(2)アメリカ合衆国への輸入を希望する栽培資材つきの植物に関する情報 
 
(i)輸出国でその植物が生産される地域の説明と、その場所の詳細な地図。 
 
(ii)品目の学名（属、種、命名者などを含む）、異名および分類学による品目の

分類、また。 
 
(iii)一年のうち品目が生産、収穫、輸出される月。 
 
(3)発送に関する情報 
 
(i)計画する輸入の予定量、重さ/ボリュームの情報。数品目にわたる場合は、品

目ごとの内訳を記載する。 
 
(ii)国際貿易における発送方法および、輸送手段、および梱包する箱やコンテナ

の大きさ、種類、および容積。 
 
(4)品目に関連のある病害虫および病気の説明 
 
(i)学名（属、種、命名者などを含む）、異名および分類学による節足動物、菌類、

バクテリア、線虫、ウイルス、ウイロイド、軟体動物、フィトプラズマ、spiroplasmas
など植物にダメージを与えるものの分類。 
 
(ii)それぞれの病害虫に被害を受ける植物の部位、それぞれの植物部位が被害を

受ける時期の病害虫のライフステージ、および病害虫の附着部分（品目の内部、

外部、または付着するのか）。加えて 
 
(iii)参考文献 
 
(5)現在のリスク緩和または管理計画 
 
(i)品目生産の病害虫リスク緩和、防除プログラムを含む、作物、園芸管理手段

のあらまし 
 
(ii)病害虫管理および防除責任者の確認 
動植物調査局(APHIS)が病害虫リスク査定の国際スタンダードに基づき、病害

虫リスク査定を履行するのに、追加の情報が必要と判断した場合、要望提出者
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に書面にて具体的に必要となる追加情報を連絡する。もしこの情報が提出され

ず、その他の資料からも動植物調査局(APHIS)が確認できない場合、要望は不

完全なものとみなされ、必要な情報がすべて提出されるまで動植物調査局

(APHIS)は一時保留とする可能性がある。 
 
要望の優先順位が上昇すると、動植物調査局(APHIS)は病害虫リスク査定を、栽

培資材で栽培された植物の追加輸入許可に応える目的で国連食糧農業機関

(FAO)が定めた、国際植物防疫条約の病害虫リスク査定ガイドラインに基づいた、

病害虫リスク査定を行う。このガイドラインを取り寄せる場合は、農務省、動

植物調査局(APHIS)、植物保護検疫部、植物衛生科学技術センター(Center for 
Plant Health Science and Technology)、植物疫学およびリスク査定研究所(Plant 
Epidemiology and Risk Assessment Laboratory, 1017 Main Campus Drive, Suite 
2500, Raleigh, NC 27606)へ書面にて要請のこと。 
 
2007 年 12 月 21 日 
 
 
 
（３）輸入許可、輸入制限に関する規定 
 
（ａ）許可に関する規定 
 
●公開元ＵＲＬ 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=c97e73c794eff7f409e09da

6b293c812;rgn=div5;view=text;node=7%3A5.1.1.1.6;idno=7;cc=ecfr#7:5.1.1.1.6.7.36.4 

 

319.37-3 許可 

 

(a)規制品目(食品、分析、医療、産業目的のものを除く)で以下に分類されるも

ので、輸入またはアメリカ合衆国への輸入を目的とした持込が許可されるのは、

植物保護検疫部が書面で許可を発行した場合のみとなる。 

(1)319.37-6で処置およびその他の条件が定められている品目。 

(2)319.37-7の搬入後の隔離条件が定められている品目。 

(3)ニュージーランドからのニンニク科(ニンニク)の球根、クロコスミア属全種

(姫檜扇水仙)、グラジオラス属全種(グラジオラス)、ワトソニア属全種(ヒオウ

ギズイセン)。 

(4)カナダを除くすべての国、地域からの、すべてのココヤシ(ココナッツ)、お

よび(種子を除く)ダイアンサス属全種(カーネーション、アメリカナデシコ)の
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品目。 

(5)カナダを除くすべての国、地域からの、13点またはそれ以上の品目の荷口(種

子、球根、またはラン科植物無菌培養のものは除く)。 

(6)カナダを除くすべての国、地域からの、木、または灌木の種子。 

(7)カナダからのリンゴ(マルス)属全種(リンゴ、野生リンゴ)、ナシ属全種(セ

イヨウナシ)、サクラ属全種(アーモンド、アプリコット、サクランボ、セイヨ

ウバクチノキ、ゲツキツ、 ネクタリン、モモ、プラム、プルーン)、マルメロ

属全種(マルメロ)、ボケ属全種(ボケ)、キイチゴ類(ホロムイイチゴ、クロイチ

ゴ、ボイゼンベリー、ローガンベリー、ラズベリー)の(種子を除く)の品目。 

(8)カリフォルニアまたはオレゴン向けの、(種子を除く)シイ属全種(チンカピ

ングリ)の品目。 

(9)ウィスコンシン向けの、(種子を除く)マツ属全種(マツ)、(五葉)の品目。 

(10)マサチューセッツ、ニューヨーク、ウエストバージニア、ウィスコンシン

向けの、(種子を含む)スグリ属全種(アカスグリ、スグリ)の品目。 

(11)ヨーロッパ、カナダ、サンピエトロ島、またはミクロン諸島からの、カリ

フォルニア、ネバダ、またはオレゴン向けの、(種子を除く) Planera spp. (ミ

ズニレ、planer)またはケヤキ属全種の品目。 

(12)カナダからのコロラド、ミシガン、ニューヨーク、ワシントン、またはウ

エストバージニア向けの、サクラ属全種(アーモンド、アプリコット、サクラン

ボ、セイヨウバクチノキ、ゲツキツ、 ネクタリン、モモ、プラム、プルーン)

の種子。 

(13)カナダからの、カリフォルニア、ニューヨーク、オハイオ、オレゴン、ま

たはワシントン向けの、(種子を除く)ブドウ属全種(ブドウ)の品目。 

(14)カナダマニトバ東の州からの、オレゴンまたはワシントン向けの、(種子を

除く)ハシバミ属全種(ハシバミ、ヘーゼル、ヘーゼルナッツ、cobnut)の品目。 

(15)カナダからの(種子を除く)マツ属全種(マツ)の品目。 

(16)カナダからの、カリフォルニア、ネバダ、またはオレゴン向けの(種子を除

く)ニレ属全種(ニレ)の品目。 

(17)ニュージーランドおよびチリ第 10 行政地区(南緯 39 から 44 度の地区、

319.37-5(o)参照のこと)からの、ジャガイモ真正種子。 

(18)本サブパート 319.37-4(d)に基づき輸入された、少量の種子。および 

(19)アオナガタマムシ(emerald ash borer (EAB)管理がされていないが、EBA管

理された州または地域内にあり、319.37-2(a)で禁止を受けていないカナダの州

または地域からの、(種子を除く)トリネコ属全種(トリネコ)の品目。 

(b)書面での許可への申し込みは、植物保護検疫プログラム(動植物調査局、植

物保護検疫部、許可、登録、輸入とマニュアル、許可部、4700 River Road Unit 

136, Riverdale, Maryland 20737‒1236)へ通関地へ到着する最低 30日前までに

申し込む。記入を終えた申し込みには、以下の情報を必ず含めること。4 
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4 申込書は、動植物調査局(APHIS)、植物保護検疫部、許可、登録、輸入とマニ

ュアル、許可部、4700 River Road Unit 136, Riverdale, Maryland 20737‒1236、

電話帳に掲載された各地域の事務所より無料で入手可。 

(1)輸入者の名前、住所、および電話番号。 

(2)輸入予定の品目の、おおよその数および(植物学上の)種。 

(3)栽培を行う国(複数の場合はすべて記載)または地域(複数の場合はすべて記

載)。 

(4)アメリカ合衆国の通関予定地。 

(5)発送手段。例、郵便、航空便、急行便、航空速達、運送貨物、航空運送貨物、

手荷物。および 

(6)到着予定日。 

(c)本サブパートに基づき、条件を満たし輸入の許可が植物保護検疫プログラム

より下りるのは、申し込みの検討を終え、品目が許可の指定する条件のもとア

メリカ合衆国への輸入資格を満たしているとされた場合。しかし許可が下りた

場合にも、規制品目が輸入を許されるのは、本サブパートのすべての条件を満

たし、また通関地の検査官が植物保護法に基づく補助対策を取る必要がその規

制品目にはないと判断する必要がある。5 

5 検査官は保留、判定、隔離、処置、その他の補助対策として、植物、病害虫、

またはその他の品目の駆除または処理を、植物保護法(7 U.S.C. 7714、 7731お

よび 7754).のセクション 414、421、および 434に基づきとることができる。 

(d)発行された許可はすべて、検査官または代理行政官の判断で、その所持者が

許可使用の条件に一つでも従っていないとされた場合、撤回される可能性があ

る。撤回理由は、書面にてなるべく早い段階で通達される。許可を撤回された

者は、代理行政官に書面での抗議申し立てを、許可撤回の書面での通知書を受

け取った 10日以内であればできる。抗議申し立てには、許可が不当に撤回され

たとその者が信ずる全ての事実および理由を明記する。代理行政官は抗議申し

立てを認める、または拒否の決定を、書面にて決定に至った理由を明記し、な

るべく早い段階で通達する。資料の事実に矛盾点があった場合、審問を開き矛

盾点の解明を行う。 

(e)本項パラグラフ(a)に記述のない、すべての規制品目のアメリカ合衆国への

輸入または輸入目的の持込は、通関地で検査官より口頭で輸入許可が下りた場

合のみとなる。 

(f)口頭での品目の輸入許可は、検査官によって通関地で行われるが、本サブパ

ートの該当の条件をすべて満たし、その品目が口頭許可での輸入資格があり、

また通関地の検査官が植物保護法(7 U.S.C. 7714).のセクション 414に基づき、

その品目に対し処置は必要ないと判断した場合のみとなる。5 

(行政管理予算局コントロール番号 0579-0049にて認可済み) 

[1980年 5月 13日法令 45 FR 31585、改正 1983 年 12月 30 日法令 48 FR 57466、
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1992 年 9 月 18日法令 57 FR 43148、1994年 12月 30日法令 59 FR 67610、1995

年 2 月 16 日法令 60 FR 8924、2001 年 4 月 27 日法令 66 FR 21055、2004 年 10

月 20 日法令 69 FR 61586、2006 年 4 月 13 日法令 71 FR 19101、2007 年 6 月 1

日 72 FR 30467、2007 年 8 月 6日 72 FR 43518] 

 

 

 

（ｂ）栽培目的の植物に関する規定 

 

●公開元ＵＲＬ

http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/permit_plantmaterials.shtml 

 

苗木、根、球根、種子、およびその他植物部分を含む、栽培目的の植物 

 

苗木検疫条項(7CFR319.37-3)に基づき、以下の規制品目（食品、分析、医療、

産業目的のものを除く）で、以下のカテゴリーに入るものはすべて、アメリカ

合衆国への輸入または輸入を目的とした持込は、植物保護検疫部の発行する書

面の許可が下りた場合のみ可となる。 

 

・カナダを除くすべての国、地域からの、13点またはそれ以上の品目の荷口(種

子、球根、またはラン科植物無菌培養のものは除く)。 

・カナダを除くすべての国、地域からの、木、または灌木の種子。 

・319.37-6で処置およびその他の条件が定められている品目。 

・319.37-7の搬入後の隔離条件が定められている品目。 

・植物検疫証明書なしで輸入された少量の種子 

・ニュージーランドからのニンニク科の球根、クロコスミア属全種、グラジオ

ラス属全種、ワトソニア属全種。カナダを除くすべての国、地域からの、すべ

てのココヤシ(ココナッツ)、および(種子を除く)ダイアンサス属全種の品目。 

・カナダからのリンゴ(マルス)属全種、ナシ属全種、サクラ属全種、マルメロ

属全種、ボケ属全種、キイチゴ類の(種子を除く)の品目。 

・カリフォルニアまたはオレゴン向けの、(種子を除く)シイ属全種(チンカピン

グリ)の品目。 

・マサチューセッツ、ニューヨーク、ウエストバージニア、ウィスコンシン向

けの、(種子を含む)スグリ属全種の品目。 

・ヨーロッパ、カナダ、サンピエトロ島、またはミクロン諸島からの、カリフ

ォルニア、ネバダ、またはオレゴン向けの、(種子を除く) Planera spp.または

ケヤキ属全種の品目。 

・カナダからのコロラド、ミシガン、ニューヨーク、ワシントン、またはウエ
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ストバージニア向けの、サクラ属全種(アーモンド、アプリコット、サクランボ、

セイヨウバクチノキ、ゲツキツ、 ネクタリン、モモ、プラム、プルーン)の種

子。 

・カナダからの、カリフォルニア、ニューヨーク、オハイオ、オレゴン、また

はワシントン向けの、(種子を除く)ブドウ属全種(ブドウ)の品目。 

・カナダマニトバ東の州からの、オレゴンまたはワシントン向けの、(種子を除

く)ハシバミ属全種(ハシバミ、ヘーゼル、ヘーゼルナッツ、cobnut)の品目。 

・カナダからの(種子を除く)マツ属全種(マツ)の品目。 

・カナダからの、カリフォルニア、ネバダ、またはオレゴン向けの(種子を除く)

ニレ属全種(ニレ)の品目。 

・ニュージーランドおよびチリ第 10 行政地区(南緯 39 から 44 度の地区、

319.37-5(o)参照のこと)からの、ジャガイモ真正種子。 

・アオナガタマムシ(emerald ash borer (EAB)管理がされていないが、EBA管理

された州または地域内にあり、319.37-2(a)で禁止を受けていないカナダの州ま

たは地域からの、(種子を除く)トリネコ属全種(トリネコ)の品目。 

 

その他の検疫 7CFR part319では、栽培目的の植物および植物の一部は、禁止お

よび/または許可を要する。以下の品目どれかの輸入を希望する場合、法の該当

箇所を参照のこと。 

・外国からの綿および植物部分(7CFR 319.8) 

・サトウキビ(7CFR 319.15) 

・柑橘類潰瘍病(7CFR 319.19) 

・穀類および穀類関連(7CFR 319.24および 7CFR 319.41) 

・米(7CFR 319.55) 

・コムギ(7CFR 319.59) 

・コーヒー(7CFR 319.73) 

 

(注:イネ科、全ての草類に分類される草原料のものは、7CFR 319.37に基づき禁

止されている。上記の草(サトウキビ、穀類、米、およびコムギ)の検疫は、種

子にも適用される) 

 

 

 

（ｃ）検査・許可・検疫証明書に関する規定 

 

●公開元ＵＲＬ 

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=c97e73c794eff

7f409e09da6b293c812;rgn=div5;view=text;node=7%3A5.1.1.1.6;idno=7;cc=ec
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fr#7:5.1.1.1.6.7.36.5 

 

319.37-4 検査、処置、植物検疫証明書 

(a)植物検疫証明書 アメリカ合衆国への輸入目的で持ち込まれる規制品目は

全て、植物検疫証明書を添付しなくてはならない。植物検疫証明書には添付さ

れた品目の属性を明記する。本サブパートの規定により、属する個々の種また

は栽培変種植物が規制されている場合、植物検疫証明書には添付された品目の

種、または栽培変種植物名も明記する。それに当てはまらない場合、種の記載

は強く奨励されるものの、必須ではない。属間雑種(属間交配)および種間雑種

(種間交配)は、親植物分類群名の間に掛け算記号の「x」を置き表記する。交配

植物が命名されている場合、掛け算記号は替わりに属間雑種(属間交配)名の前、

または種間雑種(種間交配)名の小名の前に置く。以下の品目には植物検疫証明

書は不要となる。 

(1)カナダからの温室栽培の植物で、本項パラグラフ(c)に基づき輸入されたも

の。これらの植物にはラベルの形で検疫証明書の添付が、本項パラグラフ

(c)(1)(iv)に基づき必須となり、品目のカートンごと、および航空貨物受取書、

船荷証券、または品目に添付される配達伝票に添付する。 

(2)少量の種子を、本項パラグラフ(d)に基づき輸入する場合。 

(3)カナダからの種子を、本項パラグラフ(e)に基づき輸入する場合。種子はカ

ートンごとに、本項パラグラフ(e)(2)(ii)に規定されるとおりラベルを添付が

必須となる。種子は一発送ごとに、本項パラグラフ(e)(2)(ii)(A)および

(e)(2)(ii)(B)に規定される書類の添付が必須となる。 

(4)オランダからの球根で、特別証明にシリアル・ナンバー、球根の学名、原産

国名、および特別証明有効期限を記載、添付した場合。シリアル・ナンバーは、

オランダ政府植物保護組織の発行のもので、記録され、要請により照会可能な

植物検疫証明書を指すものであること。有効期限日は、オランダ政府植物保護

組織より植物検疫証明書を発行された 6 週間後であること。オランダからの球

根の発送で、この証明書が添付されているものは、アメリカ合衆国への輸入が

動植物調査局(APHIS)からの事前許可なしに可能となる。 

(b)検査と処置 すべての規制品目は、検査官により最初の通関地にてサンプル

を取り検査されるか、加えて、事前許可の検査協定を結んだ原産国の場合、本

章パート 305 に含まれる処置を、検査官の指示に従い行う。規制品目に検査の

結果、植物病害虫発生が発見され、それが処置でも除去できない場合、アメリ

カ合衆国への搬入は到着通関地にて拒否される。 

(c)カナダからの温室栽培の植物 トリネコ属全種(トリネコ)植物を除き、カナ

ダからの温室栽培の規制品目の輸入には、カナダ食品検査局(the Canadian Food 

Inspection Agency (CFIA)の植物衛生生産部(Plant Health and Production 

Division)と動植物調査局(APHIS)が、上記の輸入許可の書面での合意に署名し、
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以下の条件を満たしている場合認められる。 

(1)カナダ食品検査局(CFIA)の植物衛生生産部は、以下を遵守する。 

(i)個々の検査および、輸出品目の発送ごとの植物検疫証明書を、本項に基づき

省く。 

(ii)温室プログラムに参加する個々の温室栽培者と書面での合意を結び、加え

て各自に独自の識別番号を割り当てる。 

(iii)温室および温室内で栽培される植物の検査を、植物保護検疫部の認める検

査方式とスケジュールで行い、本サブセクションの基準を満たしていることを

確認する。 

(iv)プログラムに参加する各参加者にラベルを発行する。各栽培者に発行され

たラベルには、その栽培者独自の識別番号が印刷され、以下の記述が記載され

ている。「発送されるこの温室栽培植物は、アメリカ合衆国の輸入条件を満たし、

有害な植物病害虫はついていないものとされる。カナダ食品検査局、植物衛生

生産部発行」カナダ食品検査局(CFIA)はまた、ラベルが航空貨物受取書、船荷

証券、または品目に添付される配達伝票に必ず、各品目の発送ごとに添付され

るようにする。 

(v)本サブセクションの規定にて、発送を許される植物のみ発送されるようにす

る。 

(2)プログラムに参加する各温室栽培者は、カナダ食品検査局(CFIA)はと合意を

結び、その中で栽培者は以下に合意する。 

(i)温室で栽培する植物の種類と数を記録し、それには受け取りの日付と植物の

原産地を含める。記録は植物がアメリカ合衆国に発送された後、最低 1 年間保

存する。記録は検査および、カナダ食品検査局(CFIA) 植物衛生生産部、または

農務次官より委任を受けた代理人より複写の要請があった場合、開示する。 

(ii)航空貨物受取書、船荷証券、またはアメリカ合衆国に発送される植物に添

付される配達伝票には、カナダ食品検査局(CFIA)発行の、CFIA 植物衛生生産部

の割り当てる各栽培者独自の識別番号が印刷され、以下の記述が記載されるラ

ベルを貼る。「発送されるこの温室栽培植物は、アメリカ合衆国の輸入条件を満

たし、有害な植物病害虫はついていないものとされる。カナダ食品検査局、植

物衛生生産部発行」また、 

(iii)植物保護検疫部および CFIA 植物衛生生産部の認める、害虫防除を行い、

温室に病害虫が発生しないようにする。 

(d)少量の種子 種子が植物検疫証明書無しで輸入できるのは、本項パラグラフ

(a)に基づき以下の条件を満たしている必要がある。 

(1)319.37-3に従った書面での許可にて、種子の輸入を許可されていること。 

(2)種子は 319.37-2 で禁止された属のものでないこと。本章パート 360 に記載

された有害な雑草種でないこと。319.37-5 にて指定される、植物検疫証明書に

追加の記載を必要としないものであること。319.37-6 に指定される、処置を必
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要としないものであること。本章パート 330 および 340 にて規制されていない

こと。本章パート 361の条件を満たしていること。 

(3)種子は以下の梱包および発送条件を満たしていること。 

(i)梱包された各種子は、受取人/発送者の名前、原産国名、および少なくとも

属名以上の学名、またできれば種名までを分かりやすく記載する。 

(ii)1 包みで、1 分類群(属、種、栽培変種植物などの分類カテゴリー)につき、

最大 50個の種子。または 1包みで、1分類群につき重さは最大でも種子 10グラ

ムを超えないこと。 

(iii)1出荷につき、種子の包みは最大 50包みまで。 

(iv)種子は殺虫剤を使用されていないこと。 

(v)種子はしっかりと包みまたは封筒に梱包し、封をしてこぼれないようにする。 

(vi)積荷には土壌、種子以外の植物物質、その他の素材または破片、果実また

は鞘に入った種子、寄生植物、病原体、昆虫、軟体動物、ダニなどの生きた有

機体が入らないようにする。 

(vii)輸入時に、積荷はメリーランド州 Beltsville の植物生殖質検疫センター

(Plant Germplasm Quarantine Center)または、319.37-14(b)に星印をつけて記

載された通関地に発送する。 

(e)カナダからの別扱いの種子 カナダから輸入される種子で、植物検疫証明書

無く輸入できるのは、以下の条件を満たした場合。 

(1)カナダ食品検査局(CFIA)は、以下を遵守する。 

(i)種子輸出プログラムを設立、管理し、カナダの種子輸出者はそれに基づき活

動する。 

(ii)種子検査プログラムに参加および認可を受けた、各輸出組織に独自の識別

番号を割り振る。 

(iii)種子輸出プログラムに参加する組織の名称、所在地、電話番号、および組

織識別番号の一覧を、発送シーズンのはじめに動植物調査局(APHIS)に開示し、

また発送シーズンを通して定期的に更新情報を送る。 

(iv)動植物調査局(APHIS)と、種子輸出プログラムに基づき発送される種子に添

付する具体的な書類に関する合意を結ぶ。 

(A)農業用および野菜の種子は、本章パート 361の連邦種苗法(The Federal Seed 

Act)に定められたとおり、同法の該当する規定を満たしている旨を証明する書

類を添付する。 

(B)その他の種子は、その種子が検査を受けた旨を証明する書類を添付する。 

(2)種子輸出プログラムに参加する種子輸出者は、カナダ食品検査局(CFIA)と合

意を結び、その中で輸出者は以下に合意する。 

(i)カナダ食品検査局(CFIA)の定める、全ての保護処置を実行し、アメリカ合衆

国へ輸出する種子が、病害虫およびアメリカ合衆国への輸出条件に満たない種

子が、条件を満たしたものに混じらないようにする。 
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(ii)一発送ごとに、種子通名、原産国名、カナダ食品検査局(CFIA)種子輸出プ

ログラムより輸出組織に振り分けられた識別番号を、本章 361.3 に記された必

要となるその他すべての情報と共に輸出証明書類に記載する。 

(iii)一発送ごとに、その他の書類を添付する。 

(A)農業用および野菜の種子は、本章パート 361の連邦種苗法(The Federal Seed 

Act)に定められたとおり、同法の該当する規定を満たしている旨を証明する書

類を、カナダ食品検査局(CFIA)および動植物調査局(APHIS)の合意通り添付する。 

(B)その他の種子は、その種子が検査を受けた旨を証明する書類をカナダ食品検

査局(CFIA)および動植物調査局(APHIS)の合意通り添付する。 

(行政管理予算局コントロール番号 0579-0285および 0579-0279にて認可済み) 

[1992 年 9 月 18 日法令 57 FR 43148、改正 2002 年 2 月 25 日法令 67 FR 8465、

2003 年 10月 20日法令 68 FR 50045、2005年 6 月 7日法令; 71 FR 19101、2006

年 4 月 13 日法令 71 FR 19101、2007 年 6 月 1 日 72 FR 30467、2007 年 8 月 6

日 72 FR 43518] 

 

 

 

（ｄ）特別国外検査および証明書が必要になる場合に関する規定 

 

●公開元ＵＲＬ 

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=c97e73c794eff

7f409e09da6b293c812;rgn=div5;view=text;node=7%3A5.1.1.1.6;idno=7;cc=ec

fr#7:5.1.1.1.6.7.36.6 

§ 319.37-5   特別国外検査および証明書が必要になる場合 

 

(a)以下に記載する国からの規制品目（種子、根のついていない切花、野生植物、

食品、分析、加工目的でのみ使用する品目は除く）は、植物検疫証明書を添付

する。その中で、証明書発行前の 12ヶ月以内の栽培を行った国の植物保護組織

によりサンプルを採取し、顕微鏡で検査の上、ジャガイモシストセンチュウ

(Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens)と(G. pallida (Stone) Behrens)

がついていない旨を、厳正明確に追記すること。輸入が規制されている国は以

下の通り。 

アルジェリア、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、

アゼルバイジャン、アゾレス諸島、ベラルーシ、ベルギー、ボリビア、ブルガ

リア、カナダ(ニューファンランドとブリティッシュ・コロンビア州中央サーニ

ッチ地区、ウエスト・サーニッチ・ロード東のみ)、チャンネル諸島、チリ、コ

ロンビア、コスタリカ、クレタ島、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デ

ンマーク(フェロー諸島を含む)、エクアドル、エジプト、エストニア、フィン
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ランド、フランス、グルジア、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ガーンジー島、

ハンガリー、アイスランド、インド、アイルランド、イタリア、日本、ジャー

ジー島、ヨルダン、ラトビア、レバノン、リトアニア、ルクセンブルグ、カザ

フスタン、キルギスタン、マルタ、メキシコ、モルドバ共和国、モロッコ、オ

ランダ、ニュージーランド、北アイルランド、ノルウェー、パキスタン、パナ

マ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ロシア連邦、セルビア･モ

ンテネグロ、南アフリカ、スペイン(カナリア諸島を含む)、スロバキア、スロ

ベニア、スウェーデン、スイス、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタ

ン、ウクライナ、ウズベキスタン、ベネズエラ。 

(b)以下の規制品目（種子は除く）は、アメリカ合衆国の最初の通関地到着時に、

植物検疫証明書を必ず添付のこと。その中で、ベルギー、カナダ、フランス、

ドイツ、イギリス、またはオランダの苗床で栽培され、その品目が以下の有害

な病気にかかっていないことを栽培国の植物保護組織の検査済みな旨を追記す

ること。有害な病名は本項目パラグラフ(b)(3)、ボケ属全種(Chaenomeles spp、

ボケ) とマルメロ属全種(Cydonia spp.、マルメロ)、(i)、 (ii)、 (iv)、 (xviii)、 

(xix)、 (xx)、(xxi)の病気、リンゴ(マルス)属全種(Malusspp.、リンゴ、野生

リンゴ)は (i)、 (ii)、 (iii)、 (vi)、 (vii)、 (xxii)、(xxiii)の病気、 サ

クラ属全種(Prunus spp. 、アーモンド、アプリコット、サクランボ、セイヨウ

バクチノキ、ゲツキツ、 ネクタリン、モモ、プラム、プルーン)は(i)、 (ix) か

ら (xvii)までと (xxii)の病気、ナシ属全種(Pyrus spp.、セイヨウナシ)は(i)、 

(ii)、 (iv)、 (v)、 (xviii)、 (xix)、 (xx)、 (xxi)、(xxii)の病気、カナ

ダ産のブドウ属全種(Vitis spp.)は(xiv)から(xvii)と(xxiv)から(xliii)まで

を参照。品目の病気の有無は、植物保護組織による視覚的検査と、品目の親株

の検定、規制品目が栽培された苗床での特定の病気の有無の検査で確認する。

植物保護組織による追加の植物検疫証明書で、品目が栽培された国で病気がな

い旨の厳正な申告がある場合、それを視覚的検査、品目の親株の検定、規制品

目が栽培された苗床での特定の病気の有無の検査の代わりとすることもある。 

(2)プルーン属のプラム・ポックス(ウィルス)に免疫のない種(サクランボ(P. 

avium)、P. cerasus、P. effusa、セイヨウバクチノキ(P. laurocerasus)、P. 

mahaleb、エゾウハミヅザクラ(P. padus)、オオヤマザクラ(P. sargentii)、P. 

serotina、P. serrula、P. serrulata、P. subhirtella、 P. yedoensis、P. 

virginianaを除く)で、ベルギー、フランス、ドイツ、イギリス、オランダで栽

培されたものは証明のついた植物が、栽培される行政機関の管理する苗床(研究

施設)で、最初の親株が適切な国家の果樹証明プログラムの検定を受けたもので

あること。 

(3)病名一覧 

(i)リンゴ灰星病菌(Monilinia fructigena (Aderh. & Ruhl.) Honey (Brown rot 

of fruit) 
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(ii) Guignardia piricola (Nose) Yamomoto (葉、枝、果実の病気) 

(iii)リンゴに蔓延する病(Apple proliferation agent) 

(iv)セイヨウナシ根頭がんしゅ病ウイルス(Pear blister canker virus) 

(v) Pear bud drop virus. 

(vi) Diaporthe mali Bres(葉、枝、果実の真菌) 

(vii) Apple green crinkle virus 

(viii) Apple chat fruit virus. 

(ix)プラムポックス(Sharka)ウイルス 

(x)チェリーリーフ・ロール・ウイルス 

(xi)チェリーさび斑病(ヨーロッパ来の)菌(Cherry rusty mottle (European) 

agent.) 

(xii) Apricot chlorotic leaf roll agent 

(xiii)プラム粗皮病(Plum bark split virus) 

(xiv)アブラナ科ハタザオ属モザイク・ウイルスとその変種(Arabis mosaic 

virus and its strains) 

(xv)ラズベリー輪紋病ウイルスとその変種(Raspberry ringspot virus and its 

strains) 

(xvi)ストロベリー潜伏輪紋病ウイルスとその変種(Strawberry latent 

ringspot virus and its strains) 

(xvi) Tomato blackring virus and its strains. 

(xvii) Strawberry latent ringspot virus and its strains. 

(xviii) Quince sooty ringspot agent. 

(xix) Quince yellow blotch agent. 

(xx) Quince stunt agent. 

(xxi) ナシ赤星病(Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex. Yamada (Rust).) 

(xxii) Valsa mali Miyabe and Yamada ex. Miura (Branch canker fungus) 

(xxiii) リンゴ輪紋病ウイルス(Apple ringspot virus) 

(xxiv) 以下の線虫を介し伝染したウイルスで多面体型のもの：Artichoke Italian latent 

virus、Grapevine Bulgarian latent virus、Grapevine fanleaf virus および its strains、ま

た Hungarian chrome mosaic virus. 

(xxv) Grapevine asteroid mosaic agent. 

(xxvi) Grapevine Bratislava mosaic virus. 

(xxvii) Grapevine chasselas latent agent. 

(xxviii) Grapevine corky bark “Legno riccio” agent. 

(xxix) Grapevine leaf roll agent. 

(xxx) Grapevine little leaf agent. 

(xxxi) Grapevine stem pitting agent. 

(xxxii) Grapevine vein mosaic agent. 
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(xxxiii) Grapevine vein necrosis agent. 

(xxxiv) Flavescence-doree agent. 

(xxxv) Black wood agent (bois-noir). 

(xxxvi) Grapevine infectious necrosis bacterium. 

(xxxvii) Grapevine yellows disease bacterium. 

(xxxviii) Xanthomonas ampelina Panagopoulas. 

(xxxix) Peyronellaea glomerata Ciferri. 

(xl) Pseudopeziza tracheiphila Muller-Thur-gau. 

(xli) Rhacodiella vitis Sterenberg. 

(xlii) リンゴ白紋羽病（Rosellinia necatrix Prill） 

(xliii) Septoria melanosa (Vialla and Ravav) Elenk. 

(c)規制品目(種子を除く)キク科全種(Chrysanthemum spp.、デンドラテマ属全

種(Dendranthema spp)を含むキク)、Leucanthemella serotina またはハマギク

(Nipponanthemum nipponicum)の以下以外の外国からの輸入は、アメリカ合衆国

の最初の通関地到着時に、植物検疫証明書の添付が必須となる。例外となる国

は以下の通り。アンドラ、アルゼンチン、オーストラリア、ベラルーシ、ボス

ニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルネイ、カナリア諸島、チリ、中国、コ

ロンビア、クロアチア、エクアドル、アイスランド、日本、韓国、リヒテンシ

ュタイン、マケドニア、マレーシア、メキシコ、モルドバ、モナコ、ニュージ

ーランド、ノルウェー、ペルー、南アフリカ、ロシア、サン・マリノ、スイス、

台湾、タイ、チュニジア、ウクライナ、ウルグアイ、ベネズエラ、ユーゴスラ

ビア、欧州連合(オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ共和

国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、

ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブル

ク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、

スロベニア、スペイン、スウェーデン、イギリス)および東経 90 度から 180 度

の間に一部または全領域位置する国、領土、領地をすべて含む。植物検疫証明

書には、その品目が温室内の苗床で栽培され、栽培国の植物保護組織よりキク

白さび病(キク白さび病菌 Puccinia horiana P. Hennによって発症する)がつい

ていないことが、親株、輸入される品目、両者が栽培された温室内の苗床で、

輸入直前の連続 4ヶ月、月一度の視覚検査で確認された旨を明記すること。 

(d) イギリスからの規制品目(種子を除く)ナデシコ科(カーネーション、アメリ

カナデシコ)は、319.37-7に定められた陸揚げ後の検査の規定を満たして栽培す

るか、アメリカ合衆国の最初の通関地到着時に、植物検疫証明書の添付が必須

となる。植物検疫証明書には、その品目がイギリス内の温室内の苗床で栽培さ

れ、イギリスの植物保護組織より Phialophora cinerescens (Wr.) van Beyma (= 

Verticillium cinerescens Wr.)によって引き起こされる有害な植物病、

carnation etched ring virus、carnation “streak” virus、carnation “fleck” 
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virus、が附着していないことが、親株、輸入される品目、両者が栽培された温

室内の苗床で、輸入直前の連続 4 ヶ月、月一度の視覚検査と、親株の検定によ

り確認された旨を追加として厳正に明記すること。 

(e) カナダからの規制品目(種子を除く)キイチゴ類(ホロムイイチゴ、クロイチ

ゴ、ボイゼンベリー、デューベリー、ローガンベリー、ラズベリー)は、319.37-7

に定められた陸揚げ後の検査の規定を満たして栽培するか、アメリカ合衆国の

最初の通関地到着時に、植物検疫証明書の添付が必須となる。植物検疫証明書

には、その品目がカナダの植物保護組織よりキイチゴ萎縮（矮化）病菌がつい

ていないことが、視覚的検査と、親株の検定により確認された旨を追加として

厳正に明記すること。(6) 

6. この検査はカナダ Raspberry Plant Certification Program(ラズベリー種

認証プログラム)によって行われる。 

(f) ヨーロッパからの規制品目(種子を除く)キイチゴ類(ホロムイイチゴ、クロ

イチゴ、ボイゼンベリー、デューベリー、ローガンベリー、ラズベリー)は、ア

メリカ合衆国の最初の通関地到着時に、植物検疫証明書の添付が必須となる。

植物検疫証明書には、その品目が原産国の植物保護組織よりキイチゴ萎縮（矮

化）病菌がついていないことが、視覚検査と、親株の検定により確認された旨

を追加として厳正に明記すること。 

(g)ヤシ科(Cocos nucifera、ココナッツ)の種はすべて、アメリカ合衆国の最初

の通関地到着時に、植物検疫証明書の添付が必須となる。植物検疫証明書には、

その品目がコスタリカまたはジャマイカの植物保護組織より Malayan dwarf 

variety か Maypan variety(=F1hybrid, Malayan Dwarf×Panama Tall) (これら

は黄死病に抵抗力がある)がついていないことが、親株の視覚検査により確認さ

れた旨を追加として厳正に明記すること。 

(h)319.37-2(a)の規定どおり、イスラエルからの輸入規制品目イチゴ属は輸入

が禁止されているが、アメリカ合衆国の最初の通関地到着時に、植物検疫証明

書の添付されている場合は例外となる。植物検疫証明書には、そのイチゴ属の

品目の親株がイチゴ根腐病糸状菌(red stele disease pathogen)および、その

他の有害なイチゴ病原菌がついていないことが、視覚検査と検定により確認さ

れた旨を追加として厳正に明記すること。 

(i) 319.37-2(a)の規定どおり、オランダからの規制品目ハシドイ種(ライラッ

ク)は輸入が禁止されているが、アメリカ合衆国の最初の通関地到着時に、植物

検疫証明書の添付されている場合は例外となる。植物検疫証明書には、そのハ

シドイ種(ライラック)の品目の親株に病原菌がついていないのが、検査と検定

により確認されたこと、そして輸入されるハシドイ種(ライラック)が検定を受

けた親株を切り根付かせるか、検定を受けた親株を芽生えた台木に接木したこ

とを明記すること。また栽培は 

(1)消毒積みの土壌（消毒には 1 エイカーに 400～870 ポンドの臭化メチルを散
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布し、土壌を防護カバーで 7 日間覆う）は未検定のハシドイ種(ライラック)か

ら最低 3メーター離れた畑 

または 

(2)植物検疫証明書発行前 12 ヶ月以内に、土壌がオランダ植物保護組織により

サンプルを採取し、顕微鏡での検査を受け、European nepoviruses を伝染させ

る可能性のある、Arabis mosaic nepovirusをはじめとするハシドイ種に寄生す

る線虫がいないことを確認する。 

(j)(1)ベルギー、フランス、ドイツ、オランダ、イギリスからの Prunus spp.(ア

ーモンド、アプリコット、ネクタリン、モモ、プラム、プルーン。サクラ亜属

(subgenus Cerasus)は含まれない)の種は、アメリカ合衆国の最初の通関地到着

時に、植物検疫証明書の添付が必須となる。植物検疫証明書には追加として以

下を正確に明記のこと。 

(i)種がベルギー、フランス、ドイツ、オランダ、イギリスの苗床で栽培された、

プラムポックス(Sharka)ウイルスのない親株のものであること。 

(ii)種が栽培国の植物保護組織より視覚的検査と検定でプラムポックス

(Sharka)ウイルスがついていないと確認されたこと。 

(2) ヨーロッパ、キプロス、シリア、トルコを除く全ての国からのPrunus spp.(ア

ーモンド、アプリコット、ネクタリン、モモ、プラム、プルーン。サクラ亜属

(subgenus Cerasus)は含まれない)の種は、アメリカ合衆国の最初の通関地到着

時に、植物検疫証明書の添付が必須となる。植物検疫証明書には、種が栽培さ

れた国ではプラムポックス(Sharka)ウイルスがない旨の、厳正な追加記述があ

ること。 

(k)ニュージーランドからの規制品目フェイジョア(フェイジョア、pineapple 

guava) 

は 319.37-7に定められた陸揚げ後の検査を行うか、アメリカ合衆国の最初の通

関地到着時に、植物検疫証明書の添付が必須となる。植物検疫証明書には、ニ

ュージーランドにリンゴ灰星病菌がない旨の、厳正な追加記述があること。 

(l)ルクセンブルグまたはスペインからの規制品目グラジオラス、ワトソニア、

クロコスミア種は、アメリカ合衆国の最初の通関地到着時に、植物検疫証明書

の添付が必須となる。植物検疫証明書には、以下の厳正な追加記述があること。 

(1)植物が病気のない温室で栽培され 

(2)植物に一日につき 12時間連続、摂氏 15～20度の水での噴霧を二日続けて行

い、また 

(3)栽培が行われた国の植物保護組織により、噴霧処理完了 20 日後に検査を受

け、グラジオラスさび病がないことを確認。 

(m)オランダからの規制品目イロハモミジ(Acer palmatum)、ハウチワカエデ

(Acer japonicum)は、アメリカ合衆国の最初の通関地到着時に、植物検疫証明

書の添付が必須となる。植物検疫証明書には、品目がイロハモミジ(Acer 
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palmatum)、ハウチワカエデ(Acer japonicum)斑入り変種(nonvariegated 

variety)ではない旨の、厳正な追加記述があること。 

(n)オーストラリアまたはニュージーランドからの規制品目ケンチャヤシ全種

(Howea spp.、フォスターホエア) は 319.37-2(a)に定められている通り輸入が

禁止されているが、アメリカ合衆国の最初の通関地到着時に、植物検疫証明書

の添付されている場合は例外となる。植物検疫証明書には、原産地名、黄死病

菌、カダングーカダング病菌(cadang-cadang pathogen)がついていないのを、

視覚検査によって確認した旨の記述があること。 

(o)チリから輸入されるジャガイモ(Solanum tuberosum)真正種子はすべて、ア

メリカ合衆国の最初の通関地到着時に、チリ Servicio Agricola y Ganadero 

(SAG)発行の植物検疫証明書が添付されていること。植物検疫証明書には以下の

追加記述が必要となる。 

(1)そのナス属全種(Solanum spp)真正種子は、アメリカ合衆国の Solanum 植物

より繁殖された。 

(2) ジャガイモ(Solanum tuberosum)真正種子が収穫された Solanum植物は、チ

リ第 10行政地区(南緯 39から 44度の地区)で栽培されたものであること。 

(3) ジャガイモ(Solanum tuberosum)真正種子が収穫された Solanum植物は、ジ

ャガイモ(Solanum tuberosum)塊茎、植物、真正種子はどれも、SAG により成長

期にサンプルを採取し、99パーセントの確立(1ヘクタール/2.5エイカーにつき

500塊茎、500植物、500真正種子)で汚染率は 1パーセントであること。また採

取されたサンプルは SAG により酵素免疫測定法(enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA)または nucleic acid spot hybridization (NASH) non-reagent

法にて、アンデス系ジャガイモ潜在ウイルス(Andean Potato Latent Virus)、

Arracacha Virus B、Potato Virus T、タバコ輪斑ウイルス(Tobacco Ringspot 

Virus)による Andean Potato Calico Strain、ジャガイモ黄化ウィルス(Potato 

Yellowing Virus)に陰性であることを確認する。 

(p)本サブパートの追加条件として、全ての根のついた樹木、灌木、宿存の木の

茎は、年間を通して温室で栽培されたのでない限り、また、カナダからの輸入

品は、319.77-4(q)の規定により、検査とマイマイガに対する条件の証明が必要

となる。 

(q)アメリカ合衆国に輸入される人工的に育成を抑えた植物はすべて、2 年以下

の植物を除いて、本パラグラフの条件に沿って栽培を行い、栽培国政府発行の

植物検疫証明書の添付が必須となる。 

(1)土壌を含めた栽培資材は、人工的に育成を抑えた植物から、アメリカ合衆国

への発送前に取り除くか、319.37-8の規定に基づき植物を輸入する。 

(2)人工的に育成を抑えた植物は以下の規定に基づいたうえ、植物検疫証明書に

は本パラグラフが定めるとおり、以下の規定を満たした旨を明記する。 

(i)人工的に育成を抑えた植物は最低 2年間温室またはスクリーンハウスで栽培
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し、栽培する苗床は栽培国政府機関に登録のこと。 

(ii) ) 人工的に育成を抑えた植物を栽培する温室またはスクリーンハウスは、

すべての通気口その他の開閉工は、スクリーンが 1.6mm 以下の開き、出入り口

のドアはすべて自動的に閉まるようになっていること。 

(iii)人工的に育成を抑えた植物は 2年間の栽培には栽培国政府機関に登録済み

の温室、またはスクリーンハウスの苗床で、栽培する鉢には滅菌処理済の栽培

資材を使用する。 

(iv) 人工的に育成を抑えた植物は、最低床から 50 センチの高さのある台に乗

せ、2年間の栽培には栽培国政府機関に登録済みの温室、またはスクリーンハウ

スの苗床で栽培する。 

(v)植物と栽培を行う温室、またはスクリーンハウス、苗床は、病害虫がないか

検査を受け、検査でアメリカへの重大な害を及ぼす病害虫がないことを、最低

12ヶ月に一度は栽培国の植物保護組織により確認する。 

(r)カナダからのすべての規制品目テンジクアオイ属全種またはナス属全種は、

アメリカ合衆国に輸入される場合、本パラグラフ(r)の条件を満たしていなけれ

ば輸入は許可されない。種子は本パラグラフ(r)の規定の対象外となる。 

(1) カナダからのすべての規制品目テンジクアオイ属全種またはナス属全種は、

319.37-4(c)に定められた温室栽培の規制植物プログラムの規定により、輸入の

際 ア メ リ カ 合 衆 国 の 最 初 の 通関 地 到 着 時 に 、 植 物 検疫 証 明 書 を

319.37-4(c)(1)(iv)に定められた通りラベルの形で添付が必須となる。 

(2) 本セクション、パラグラフ(r)(1)の規定を満たさない、全てのテンジクア

オイ属全種またはナス属全種の品目で、青枯病菌(Ralstonia solanacearum race 

3 biovar 2)の発症例が無い国からのものである場合、319.37-4の規定により植

物検疫証明書には、「原産国または地域には青枯病菌(Ralstonia solanacearum 

race 3 biovar 2)の発症例は無い」旨の追加記述が必要となる。その場合、カ

ナダからのナス属全種の品目で、本セクション、パラグラフ(r)(1)の規定を満

たさないものは、植物検疫証明書に追加記述の必要はない。 

(ii) 本セクション、パラグラフ(r)(1)の規定を満たさない全てのテンジクアオ

イ属全種またはナス属全種品目で、青枯病菌(Ralstonia solanacearum race 3 

biovar 2)がついていないことが確認されたものは、本章 300.5でも触れ規定の

一部となっている動植物検疫に関する国際基準(International Standards for 

Phytosanitary Measures)発行 4 号の「病害虫無しの地域の証明基準」に則り、

319.37-4 の規定により植物検疫証明書には、「原産国または地域には青枯病菌

(Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2)の発症例は無い」旨の追加記述が

必要となる。 

(3) 青枯病菌(Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2)の発症例のある国か

らの、全てのテンジクアオイ属全種またはナス属全種品目は以下の条件を満た

していること。 
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(i)品目を栽培する国の政府による植物保護組織(NPPO)が、動植物調査局

(APHIS)と二者間作業計画に参加している。この二者間作業計画ではテンジクア

オイ属全種またはナス属全種栽培の監査状況、本パラグラフ(r)(3)の規定の執

行、本セクション、パラグラフ(r)(3)(xv)の定める通り信託基金設立への提示

を行う。 

(ii) アメリカ合衆国輸出用のテンジクアオイ属全種またはナス属全種品目の

栽培が行われる場所は、動植物調査局(APHIS)と NPPO 両者に登録される必要が

ある。認可過程の一環として、生産地はまず APHISと NPPOからの許可後、本パ

ラグラフ(r)(3)の規定に従っていることを確認するため最低 1 年に 1 度は視察

される。 

(iii)生産地は現行の青枯病菌(Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2)検査

を行わなくてはならない。テンジクアオイ属全種またはナス属全種は、APHIS認

定の検査プロトコルに則り、青枯病菌(Ralstonia solanacearum race 3 biovar 

2)陰性が確認されたグループの品目のみ生産と輸出に使うことができる。検査

結果の記録は育成期 2 シーズンの間保存し、APHIS と NPPO の代理人に開示しな

くてはならない。検査手順は APHISの認めるものであること。 

(iv)生産地に建てる温室はそれぞれ、温室周辺地域からの流れる雨水が絶対温

室に入り込まないような形にする。温室は水が温室から捌けるようスロープに

なった 1メートルのバッファで周囲を取り囲まれていること。 

(v)双子葉類の草は生産地それぞれの温室内外ともに管理しなくてはならない。

生産地の温室と、それを取り囲む 1 メートルのバッファは双子葉類の草が無い

ようにする。 

(vi) 生産地内のテンジクアオイ属全種またはナス属全種の品目に使用する用

具類は、適切な衛生処理を施し青枯病菌(Ralstonia solanacearum race 3 biovar 

2)が、植物間で伝染、または用具類を介して外部より生産地に入り込まないよ

うにする。 

(vii)生産地の職員は適切な衛生処理を衣服と靴に施し、生産地に入る前に手を

洗い、青枯病菌(Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2)が生産地に入り込

むのを防ぐ。 

(viii) テンジクアオイ属全種またはナス属全種の品目に使用する栽培資材は、

青枯病菌(Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2)のないものであること。

テンジクアオイ属全種またはナス属全種の品目に使用する栽培資材は、青枯病

菌(Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2)を伝染させる可能性のある栽培

資材と触れないようにし、栽培には APHISの認める栽培資材を使用する。 

(ix) 植物の潅水に使う水は、青枯病菌(Ralstonia solanacearum race 3 biovar 

2)の無いものであること。生産地では APHISの認める水源より水を得るか、APHIS

の認める方法で水を処置してから使用する。 

(x)生産地の栽培資材は、放出先またはホースの先などの水の出口に直接触れな
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いようにする。点滴灌漑システムを利用する場合、逆流(backflow)装置を取り

付け青枯病菌(Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2)が入った場合も、そ

の他の生産地に灌漑システムを通して広がらないようにする。 

(xi)生産地の職員は、生産地への青枯病菌(Ralstonia solanacearum race 3 

biovar 2)の様々な進入方法について教育を受け、生産地でテンジクアオイ属全

種またはナス属全種の青枯病菌(Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2)の

症状が見分けられるように訓練されていること。 

(xii)許可を受けた生産地で輸出向けに生産されるテンジクアオイ属全種また

はナス属全種の品目は、処理および梱包時に青枯病菌(Ralstonia solanacearum 

race 3 biovar 2)が入り込むのを防ぐ適切な方法を取る。品目はラベルに、原

産地の情報を記載し添付する。 

(xiii)青枯病菌(Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2)が生産地または同

所からの積送品に見つかった場合は、その生産地はアメリカ合衆国へのテンジ

クアオイ属全種またはナス属全種の品目輸出の資格を失う。生産地が再び認め

られるには、再検査を受け、その生産地に青枯病菌(Ralstonia solanacearum 

race 3 biovar 2)がなく、同所の問題は全て発見、修正されたと APHIS も確信

した場合となる。 

(xiv)これらの品目に添付する 319.37-4に定められた植物検疫証明書は、「これ

らの品目は 319.37-5(r)(3)の規定に則り生産された」旨の厳正な追加記述が必

要となる。 

(xv)品目の原産国政府は、育成シーズンに入る前ごとに APHIS と信託基金の合

意を結ばなくてはならない。品目の原産国政府または任命されたその代理人は、

APHISが見積もる本セクション、パラグラフ(r)(3)を執行するのにかかる全ての

コストを事前に支払うよう求められる。このコストに含まれるのは、本セクシ

ョン、パラグラフ(r)(3)に挙げられた活動を行うにあたり発生する管理費およ

び、全ての給与(残業費、連邦政府負担の職員手当てを含む)、旅費(旅費日当を

含む)、および検査官がその活動を行うのに発生するその他経費となる。品目の

原産国政府または任命されたその代理人は、APHISが見積もったコスト分を、承

認されたチェックまたは銀行小切手での APHIS への支払を求められる。支払い

額が APHIS が負った全てのコストに足りなかった場合、合意の通り品目の原産

国政府または任命されたその代理人が、APHISの定めた残りのコスト分を、検査

活動が終了する前に、承認されたチェックまたは銀行小切手で APHISへ支払う。

発送シーズン終了毎の最終検査の後、余剰の差額は、品目の原産国政府または

任命されたその代理人に返金されるか、必要となるまで留保とされる。 

(s) カナダからの規制品目(種子を除く)マツ属全種(Pinus spp)は、以下の条件

およびマツノキクイムシ(Tomicus piniperda)の移入を防ぐための本サブパート

のその他条件を全て適用した場合のみアメリカ合衆国への輸入が認められる。 

(1)害虫の発生していないカナダの州から、全てのアメリカ合衆国地域へ カナ
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ダ原産で同国内の、全地域または一部地域でもマツノキクイムシ(Tomicus 

piniperda)が発生していないと、カナダ食品検査局(Food Inspection Agency 

(CFIA)が確認した州のみを移動した規制品目が、アメリカ合衆国のどの地域で

も輸入を許されるのは、以下の条件を満たした場合。 

(i)添付する植物検疫証明書に、規制品目の原産地と、該当の場合は原産地より

移動した州または全ての州を明記する。 

(ii)規制品目のアメリカ合衆国内送付先（郡、州名を含む）が、規制品目また、

該当の場合は覆い、包装、コンテナに明記されている。また、 

(iii)規制品目がアメリカ合衆国内のマツノキクイムシ(pine shoot beetle)隔

離地域を通り移動する場合、本章 301.50-3 の規定どおり、マツノキクイムシ

(pine shoot beetle)の隔離がされていないアメリカ合衆国内一または数地域を

通り、それが 1 月から 9 月の気温摂氏 10 度(華氏 50 度)かそれ以上の時期であ

るなら、規制品目は囲いのある輸送手段を利用するか、完全に遮蔽（プラスチ

ック製キャンバスまたは、その他の目の詰まった布などで）し、マツノキクイ

ムシ(pine shoot beetle)の進入を防ぐ。 

(2) 全地域または一部地域で害虫が発生しているカナダの州から、害虫が発生

しているアメリカ合衆国地域へ カナダ原産で同国内の、全地域または一部地

域でもマツノキクイムシ(Tomicus piniperda)が発生していると、カナダ食品検

査局(Food Inspection Agency (CFIA)が確認した州を移動した規制品目が、ア

メリカ合衆国の送付先または移動にマツノキクイムシ(pine shoot beetle)隔離

地域のみを通る場合、本章 301.50-3の規定どおり、輸入を許されるのは以下の

条件を満たした場合。 

(i) 添付する植物検疫証明書に、規制品目の原産地と、該当の場合は原産地よ

り移動した州または全ての州を明記する。また、 

(ii) 規制品目のアメリカ合衆国内送付先（郡、州名を含む）が、規制品目また、

該当の場合は覆い、包装、コンテナに明記されている。また、 

(3) 全地域または一部地域で害虫が発生しているカナダの州から、害虫が発生

していないアメリカ合衆国地域へ送付または通って移動 カナダ原産で同国内

の、全地域または一部地域でもマツノキクイムシ(Tomicus piniperda)が発生し

ていると、カナダ食品検査局(Food Inspection Agency (CFIA)が確認した州を

移動した規制品目が、アメリカ合衆国の送付先または移動にマツノキクイムシ

(pine shoot beetle)隔離されていない地域を通る場合、本章 301.50-3 の規定

どおり、輸入を許されるのは以下の条件を満たした場合。 

(i) 添付する植物検疫証明書に、規制品目の原産地と、該当の場合は原産地よ

り移動した州または全ての州を明記する。処置に関する植物検疫証明書の項目

には、規制品目が臭化メチルにてマツノキクイムシ(Tomicus piniperda)の殺虫

を、本章 305 箇所の規定に基づき行ったとの記載があること。または臭化メチ

ル処理の代用として、植物検疫証明書には以下のうち一つの追加記載が必要と
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なる。 

(A)「これらの規制品目は、マツノキクイムシ(Tomicus piniperda)を抑制また

は完全な殺虫対策をとった生産地にて栽培し、検査の結果マツノキクイムシ

(Tomicus piniperda)がいないことが確認された」または 

(B)「これらの規制品目は、CFIA によりマツノキクイムシ(Tomicus piniperda)

がないとみなされている地域の原産である」または 

(C)「これらの規制品目は、100パーセント検査され、マツノキクイムシ(Tomicus 

piniperda)がいないことが確認された」または 

(D)「検査の結果、規制品目は高さが 36インチ以下、地面の高さの幹の太さは 1

インチかそれ以下である」 

(ii) 規制品目のアメリカ合衆国内送付先（郡、州名を含む）が、規制品目また、

該当の場合は覆い、包装、コンテナに明記されている。また、 

(iii)規制品目がアメリカ合衆国内のマツノキクイムシ(pine shoot beetle)隔

離地域を通り移動する場合、本章 301.50-3 の規定どおり、マツノキクイムシ

(pine shoot beetle)の隔離がされていないアメリカ合衆国内一または数地域を

通り、それが 1 月から 9 月の気温摂氏 10 度(華氏 50 度)かそれ以上の時期であ

るなら、規制品目は囲いのある輸送手段を利用するか、完全に遮蔽（プラスチ

ック製キャンバスまたは、その他の目の詰まった布などで）し、マツノキクイ

ムシ(pine shoot beetle)の進入を防ぐ。 

(t) カナダからのすべての規制品目スノキ属全種は、319.37-4 の規定により、

植物検疫証明書に追加としてその品目が認可承認を受けた方法にて栽培され、

カナダ政府の植物保護組織によって blueberry scorch carlavirus による BC-1

と BC-2の痛みが無いことを記載する。 

(u)カナリア諸島からのテンジクアオイ属全種への、特別国外検査および証明要

求 カナリア諸島からのテンジクアオイ属全種のアメリカ合衆国への輸入は、

本項の規定により、病害虫オオタバコガ(Helicoverpa armigera)、Chrysodeixis 

chalcites、Syngrapha circumflexa (syn. Cornutiplusia circumflexa )のア

メリカ合衆国への進入予防を施さなくてはならない。 

(1)植物衛生権査証 319.37-4の規定により、カナリア諸島からのテンジクアオ

イ属全種は植物衛生権査証に、追加として品目がスペイン(カナリア諸島)の認

可を受けた生産地で栽培され、生産地の栽培者はスペイン政府の植物保護組織

によるテンジクアオイ属全種の輸出プログラムに参加、また品目が APHIS が定

める条件で、本パラグラフ 319.37-5(u)に記述された病害虫オオタバコガ

(Helicoverpa armigera)、Chrysodeixis chalcites、Syngrapha circumflexa (syn. 

Cornutiplusia circumflexa )の発生予防を施し栽培したことを明記する。 

(2)栽培者登録と合意書 カナリア諸島でテンジクアオイ属全種の品目をアメ

リカ合衆国輸出向けに栽培する者は、必ず 

(i)スペイン政府の植物保護組織に登録し、認可を受ける。また 
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(ii)スペイン政府の植物保護組織と合意を結び、栽培者はスペイン政府の植物

保護組織によるテンジクアオイ属全種の輸出プログラムに参加、従う。 

(3)栽培条件 カナリア諸島でテンジクアオイ属全種の品目をアメリカ合衆国

輸出向けに栽培する者は、以下の条件を満たさなくては、スペイン政府の植物

保護組織によるテンジクアオイ属全種の輸出プログラムに参加できない。 

(i)アメリカ合衆国への輸出向けテンジクアオイ属全種の品目は、同目的の栽培

のみに使用される生産地で栽培する。 

(ii)それら品目を栽培する生産地はスペイン政府の植物保護組織に登録してい

なくてはならない。生産地は APHIS とスペイン政府の植物保護組織の間に結ば

れた保護条件に基づき栽培し、規定サイズのメッシュスクリーン(栽培に使用す

るのがスクリーンハウスの場合)、オオタバコガ(Helicoverpa armigera)を防ぐ

ため扉は自動的に閉まるものを使用するなどを含む、それ以外の対策も取る。 

(iii) アメリカ合衆国への輸出向け品目を栽培するそれぞれの生産地は、最低 1

点のブラックライトトラップを、以下の場合 1年間設置する。 

(A)生産地の建設 

(B)生産地の輸出プログラムへの参加許可取得 

(C)生産地の覆いの取替え、または 

(D)生産地のプラスチック部分またはスクリーニングの破損、破れの修繕を発見

した場合 

(4)検査 スペイン政府の植物保護組織によるテンジクアオイ属全種の輸出プ

ログラムが行う検査は、以下を含むがそれ以外の検査もする可能性もある。 

(i)スペイン政府の植物保護組織は、生産地にて成育期および梱包時に品目の検

査を行う。 

(ii)品目の梱包素材と発送のコンテナは、APHISによって検査、許可を得、品目

につく可能性のある病害虫の侵入が確実に無いようにする。 

(iii)APHISまたはスペイン政府の植物保護組織は、品目の生産地の検査を行い、

APHIS とスペイン政府の植物保護組織の合意した基準を十分に満たしているこ

とを確認する。 

(iv) APHIS またはスペイン政府の植物保護組織の検査官は、栽培者が病害虫オ

オタバコガ(Helicoverpa armigera)、 Chrysodeixis chalcites、Syngrapha 

circumflexa (syn. Cornutiplusia circumflexa )の発生を防ぐための適切な保

護処置が取り、またそれが正しく履行されているかの確認に必要な生産地へ立

ち入りを許される。 

(v) スペイン政府の植物保護組織は APHIS に、少なくとも年に一度は登録、認

可を受けた栽培者のリストを開示する。 

(5)参加資格の剥奪 栽培者がスペイン政府の植物保護組織によるテンジクア

オイ属全種の輸出プログラムへの参加不許可となり、所有する生産地の許可が

失効するのは以下の場合。 
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(A)生きた Syngrapha circumflexa (syn. Cornutiplusia circumflexa )、また

はそれ以外どれかのヤガ科(Noctuidae)種の蛾が生産地で発見された場合。 

(B)生きた Syngrapha circumflexa (syn. Cornutiplusia circumflexa )、また

はそれ以外どれかのヤガ科(Noctuidae)種の蛾が発送された荷口に発見された

場合。 

(C)栽培者が本項目で定められた規定および、スペイン政府の植物保護組織によ

る輸出プログラムに違反した場合。 

(ii)栽培者が資格を回復し、栽培者の生産地が再び認可を受けるには、再認可

の要望と、栽培者が取った修正対策の詳細レポートを提出する。再認可が認め

られるのはスペイン政府の植物保護組織および APHIS が合意に達した場合のみ

となる。 

(6)停止 手続きまたは生物的条件の違反が繰り返し行われた場合、APHIS は全

ての輸出プログラムを停止する可能性がある。 

(7)信託基金 スペイン政府は、育成シーズンに入る前ごとに APHISと信託基金

の合意を結ばなくてはならない。スペイン政府または任命されたその代理人は、

APHIS が見積もる本セクション、パラグラフ(u)を執行するのにかかる全てのコ

ストを事前に支払うよう求められる。このコストに含まれるのは、本セクショ

ン、パラグラフ(u)に挙げられた活動を行うにあたり発生する管理費および、全

ての給与(残業費、連邦政府負担の職員手当てを含む)、旅費(旅費日当を含む)、

および検査官がその活動を行うのに発生するその他経費となる。スペイン政府

または任命されたその代理人は、APHISが見積もったコスト分を、承認されたチ

ェックまたは銀行小切手での APHIS への支払を求められる。支払い額が APHIS

が負った全てのコストに足りなかった場合、合意の通り品目のスペイン政府ま

たは任命されたその代理人が、APHISの定めた残りのコスト分を、検査活動が終

了する前に、承認されたチェックまたは銀行小切手で APHIS へ支払う。発送シ

ーズン終了毎の最終検査の後、余剰の差額は、スペイン政府または任命された

その代理人に返金されるか、必要となるまで留保とされる。 

(v)特別国外検査および証明書が必要となるイスラエルからの植物 イスラエ

ルからの植物は球茎、休眠期間中の多年性植物、および種子を除き、アメリカ

合衆国輸入にはイスラエルからの Spodoptera littoralis およびその他の病害

虫のアメリカ合衆国進入を防ぐため、本セクションに定められた規定に基づい

たもののみ輸入が認められる。 

(1)植物検疫証明書 イスラエルからの植物には、319.37-4に基づき植物検疫証

明書の添付が、アメリカ合衆国の最初の通関地到着時必要となる。植物検疫証

明書には、追加として植物が認可を受けた生産地で栽培され、生産地はイスラ

エル政府の植物保護組織の輸出プログラムに参加する栽培者が運営、および植

物は本パラグラフ 319.37-5(v)に定められた Spodoptera littoralisおよびその

他の病害虫の進入または汚染を防ぐための、APHISが指定する条件の下で栽培さ
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れた旨を明記する。 

(2)栽培者登録と合意 イスラエルでアメリカ合衆国への輸出用植物を生産す

る者は、以下を条件を求められる。 

(i)イスラエル政府の植物保護組織に登録、および認可を受ける。また 

(ii)イスラエル政府の植物保護組織と合意を結び、生産者はイスラエル政府の

植物保護組織の輸出プログラムに参加、および従うことに同意する。 

(3)栽培条件 イスラエルで植物をアメリカ合衆国輸出向けに栽培する者は、以

下の条件を満たさなくては、イスラエル政府の植物保護組織による輸出プログ

ラムに参加できない。 

(i)アメリカ合衆国への輸出向け植物は、同目的の栽培のみに使用される生産地

で栽培する。 

(ii)それら品目を栽培する生産地はイスラエル政府の植物保護組織に登録して

いなくてはならない。生産地は APHIS とスペイン政府の植物保護組織の間に結

ばれた保護条件に基づき栽培し、Spodoptera littoralis侵入を防ぐため防虫網

スクリーンを開閉部分および、二重またはエアロック型の扉に被せるなどを含

む、それ以外の対策も取る。 

(iii) アメリカ合衆国への輸出向け品目を栽培するそれぞれの生産地は、最低 1

点のブラックライトトラップを、以下の場合 1年間設置する。 

(A)生産地の建設 

(B)生産地の輸出プログラムへの参加許可取得 

(C)生産地の覆いの取替え、または 

(D)生産地のプラスチック部分またはスクリーニングの破損、破れの修繕を発見

した場合 

(4)検査 イスラエル政府の植物保護組織による輸出プログラムが行う検査は、

以下を含むがそれ以外の検査も行う可能性もある。 

(i)イスラエル政府の植物保護組織は、植物と生産地を毎週検査し、隔離した病

害虫がないことを確認する。 

(ii)植物は検査を受け、隔離した病害虫が無いことを確認してから、保護され

た生産地に移動させる。 

(iii)品目の梱包素材と発送のコンテナは、APHIS によって検査、許可を得、品

目につく可能性のある病害虫の侵入が確実に無いようにする。 

(iii)APHIS またはイスラエル政府の植物保護組織は、品目の生産地の検査を行

い、APHISの基準を満たしていることを確認する。 

(iv) APHIS またはイスラエル政府の植物保護組織の検査官は、栽培者が病害虫

の発生を防ぐための適切な保護処置が取り、またそれが正しく履行されている

かの確認に必要な生産地へ立ち入りを許される。 

(v) イスラエル政府の植物保護組織は APHIS に、少なくとも年に一度は登録、

認可を受けた栽培者のリストを開示する。 
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(5)参加資格の剥奪 栽培者がイスラエル政府の植物保護組織の輸出プログラ

ムへの参加不許可となり、所有する生産地の許可が失効するのは以下の場合。 

(A)生きた Spodoptera littoralisが生産地で発見された場合。 

(B)生きた Spodoptera littoralisが通関港での検査で、一発送シーズン中二度、

同じ栽培者から発見された場合。 

(C)栽培者が本項目で定められた規定および、イスラエル政府の植物保護組織に

よる輸出プログラムに違反した場合。 

(ii)栽培者が資格を回復し、栽培者の生産地が再び認可を受けるには、再認可

の要望と、栽培者が取った修正対策の詳細レポートを提出する。再認可が認め

られるのはイスラエル政府の植物保護組織および APHIS が合意に達した場合の

みとなる。 

(6)停止 手続きまたは生物的条件の違反が繰り返し行われた場合、APHIS は全

ての輸出プログラムを停止する可能性がある。 

(7)信託基金 イスラエル政府は、育成シーズンに入る前ごとに APHISと信託基

金の合意を結ばなくてはならない。イスラエル政府または任命されたその代理

人は、APHIS が見積もる本セクション、パラグラフ(v)を執行するのにかかる全

てのコストを事前に支払うよう求められる。このコストに含まれるのは、本セ

クション、パラグラフ(v)に挙げられた活動を行うにあたり発生する管理費およ

び、全ての給与(残業費、連邦政府負担の職員手当てを含む)、旅費(旅費日当を

含む)、および検査官がその活動を行うのに発生するその他経費となる。イスラ

エル政府または任命されたその代理人は、APHISが見積もったコスト分を、承認

されたチェックまたは銀行小切手での APHIS への支払を求められる。支払い額

が APHIS が負った全てのコストに足りなかった場合、合意の通り品目のイスラ

エル政府または任命されたその代理人が、APHISの定めた残りのコスト分を、検

査活動が終了する前に、承認されたチェックまたは銀行小切手で APHIS へ支払

う。発送シーズン終了毎の最終検査の後、余剰の差額は、イスラエル政府また

は任命されたその代理人に返金されるか、必要となるまで留保とされる。 

(行政管理予算局コントロール番号 0579-0049、0579-0176、0579-0221、0579-0246、

0579-0257、および0579-0279にて認可済み)[1980年 5月 13日法令45 FR 31585、

1980 年 5 月 27 日法令 45 FR 35305、改正 1980 年 8 月 12 日法令 45 FR 53450、

1980 年 12月 11日法令 45 FR 81531、1980 年 12月 30日法令 48 FR 57466、1992

年 9月 18日法令 57 FR 43148, 43149、1994年 8月 30日法令 59 FR 44610、1995

年 1 月 24 日法令 60 FR 4530、1995 年 2 月 16 日法令 60 FR 8924、1996 年 10

月 1 日法令 61 FR 51210、1999 年 8 月 23 日法令 64 FR 45866、2002 年 8 月 19

日法令 67 FR 53731、2003年 5月 23日法令 68 FR 28119、2003年 6月 25日法

令 68 FR 37915、2003 年 8 月 20日法令 68 FR 50045、2004 年 1 月 16日法令 69 

FR 2490、2004年 4月 23日法令 69 FR 21946、2004年10月 20日法令 69 FR 61586、

2005 年 6 月 7 日法令 70 FR 33324、2005 年 7 月 15 日法令 70 FR 41092、2005
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年 10月 24日法令 70 FR 61361、2005 年 12月 1日法令 70 FR 72068、2007 年 4

月 3日法令 72 FR 15810、2007 年 8 月 6日法令 72 FR 43518] 

 

（ｅ）搬入後検疫に関する規定 

 

●公開元ＵＲＬ 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=c97e73c794eff7f409e09
da6b293c812;rgn=div5;view=text;node=7%3A5.1.1.1.6;idno=7;cc=ecfr#7:5.1.
1.1.6.7.36.8 
 
第 319.37-7 条 搬入後検疫 
(a)指定国および地域からの以下の規制品目およびその繁殖品は、本条第(c)項お

よび第(d)項に規定される搬入後検疫条件に従って栽培されなければならない。

また、次の場合に限り、アメリカ合衆国向けに輸入あるいは輸入のために提供

することができる。 
(1)本条第(c)項に従い、州搬入後検疫契約に合意した州向けである場合。 
(2)本条第(d)項に従い、搬入後検疫栽培契約書に記入し、植物保護検疫部に提出

した場合。本契約書は第 319.37-3 条に従って、当該品目の輸入許可申請書を提

出する者（輸入者）によって署名されなければならない。 
(3)記入した搬入後検疫栽培契約書が本条の適用条件を満たし、州の検査官によ

る役務は搬入後検疫をモニタリングおよび実施することが可能であると、植物

保護検疫部が認めた場合。 

規制品目 (種子を除く)  輸入相手国または地域 

トロロアオイ属 全種（オクラ） アフリカ、バングラデシュ、ブラジル、カナダ、イ

ンド、イラク、パプアニューギニア、スリランカ、

トリニダードトバゴを除くすべて。 

アカシア属 全種（アカシア） オーストラリア、カナダ、オセアニアを除くすべて。 

カエデ属 全種（カエデ・モミジ） カナダ、ヨーロッパ、日本を除くすべて。 

マタタビ属 全種（オニマタタビ・

シナサルナシ・シナスグリ・キウイ） 

オーストラリア、カナダ、日本、ニュージーランド、

台湾を除くすべて。 

トチノキ属 全種（セイヨウトチノ

キ・マロニエ） 

カナダ、チェコ共和国、ドイツ、ルーマニア、スロ

ヴァキア、イギリスを除くすべて。 

ビロードアオイ属 全種（タチアオ

イ） 

アフリカ、バングラデシュ、カナダ、インド、スリ

ランカを除くすべて。 
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メギ属 全種（メギ） 
本章第 301.38-2a 条に記載されて

いる根絶州を除くすべての州向け

のもの。（全種、および本章第

301.38-1 条に従い黒さび病に耐性

があると指定された園芸品種） 

すべて。 

アキー属（アキー） カナダ、コートジヴォアール、ナイジェリアを除く

すべて。 

パイナップル科（ブロメリア） 
ハワイ向け。 

すべて。 

ブルグマンシア属 全種 カナダ、コロンビアを除くすべて。 

ヒマラヤスギ属 全種（ヒマラヤス

ギ、シーダー） 

カナダ、ヨーロッパを除くすべて。 

ボケ属 全種（ボケ） 
第 319.37–5(b)条の輸入条件を満た

すもの。 

カナダを除く第 319.37–5(b)条 に記載されている

国。 

キク属 全種(デンドラテマ属全種

を含むキク) 
第 319.37–5(c)条の条件を満たすも

の。 

アンドラ、アルゼンチン、オーストラリア、ベラル

ーシ、ボスニアヘルツェゴヴィナ、ブラジル、 ブ
ルネイ、カナダ、カナリア諸島、チリ、中国、コロ

ンビア、クロアチア、エクアドル、アイスランド、

日本、韓国、リヒテンシュタイン、マケドニア、マ

レーシア、メキシコ、モルドヴァ、モナコ、ニュー

ジーランド、ノルウェー、ペルー、南アフリカ共和

国、ロシア、サンマリノ、 スイス、 台湾、タイ、

チュニジア、 ウクライナ、ウルグアイ、 ベネズエ

ラ、ユーゴスラヴィア、 欧州連合（オーストリア、

ベルギー、ブルガリア、キプロス、 チェコ共和国、

デンマーク、エストニア、 フィンランド、フラン

ス、ドイツ、ギリシア、 ハンガリー、アイルラン

ド、イタリア、ラトヴィア、 リトアニア、ルクセ

ンブルク、マルタ、 オランダ、 ポーランド、ポル

トガル、ルーマニア、スロヴァキア、スロヴェニア、

スペイン、スウェーデン、イギリス）、および一部

地域または全域が東経 90 度から 180 度の間に位置

するすべての国および領土を除くすべて。 
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ヒトシベサンザシ （セイヨウサン

ザシ、サンザシ） 

ヨーロッパ。 

クロコスミア 全種（モントブレチ

ア・ヒメヒオウギズイセン）（球根

を除く） 
第 319.37–5(1)条の輸入条件を満た

さないもの。 

アフリカ、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、フラ

ンス、イタリア、ルクセンブルク、マルタ、モーリ

シャス、ポルトガル、スペイン、ウルグアイを除く

すべて。 

マルメロ属 全種（マルメロ） 
第 319.37–5(b)条の輸入条件を満た

すもの。 

カナダ以外の第 319.37–5(b)に記載されている国。 

チョウセンアサガオ属 全種 カナダ、インドを除くすべて。 

チョウセンアサガオ属 全種（木本

類） 

（ブルグマンシア属全種参照。） 

デンドラテマ属 全種（キク） キク属全種参照。 

ナデシコ属 全種（カーネーショ

ン、アメリカナデシコ、ビジョナデ

シコ） 

グレートブリテン、ただし第 319.37–5(d)条による

搬入後検疫条件から除外される場合を除く。 
および、カナダを除くすべての国と地域。 

ユーカリ属 全種 カナダ、ヨーロッパ、スリランカ、ウルグアイを除

くすべて。 

ニシキギ属 全種（ニシキギ） カナダ、日本、ヨーロッパを除くすべて。 

果実および堅果品目は本条第(b)項
に一般名にて記載。 

カナダを除くすべて。 

グラジオラス属 全種（グラジオラ

ス） （球根を除く） 
第 319.37–5(1)条の輸入条件を満た

さないもの。 

アフリカ、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、フラ

ンス、イタリア、ルクセンブルク、マルタ、モーリ

シャス、ポルトガル、スペイン、ウルグアイを除く

すべて。 

フヨウ属 全種（ケナフ、ハイビス

カス、フヨウ） 

アフリカ、ブラジル、カナダ、インドを除くすべて。 

カラハナソウ属 全種（ホップ） すべて。 

アジサイ属 全種（ハイドランジ

ア） 

カナダ、日本を除くすべて。 
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ソケイ属 全種 （ジャスミン） カナダ、 ベルギー、ドイツ、グレートブリテン、

インド、フィリピンを除くすべて。 

ビャクシン属 全種（ネズ、ビャク

シン） 

カナダ、ヨーロッパを除くすべて。 

カラマツ属 全種（カラマツ） カナダ、日本、ヨーロッパを除くすべて。 

Leucanthemella serotina（ミコシ

ギク属） 

アンドラ、アルゼンチン、オーストラリア、ベラル

ーシ、ボスニアヘルツェゴヴィナ、ブラジル、 ブ
ルネイ、カナダ、カナリア諸島、チリ、中国、コロ

ンビア、クロアチア、エクアドル、アイスランド、

日本、韓国、リヒテンシュタイン、マケドニア、マ

レーシア、メキシコ、モルドヴァ、モナコ、ニュー

ジーランド、ノルウェー、ペルー、南アフリカ共和

国、ロシア、サンマリノ、 スイス、 台湾、タイ、

チュニジア、 ウクライナ、ウルグアイ、 ベネズエ

ラ、ユーゴスラヴィア、 欧州連合（オーストリア、

ベルギー、ブルガリア、キプロス、 チェコ共和国、

デンマーク、エストニア、 フィンランド、フラン

ス、ドイツ、ギリシア、 ハンガリー、アイルラン

ド、イタリア、ラトヴィア、 リトアニア、ルクセ

ンブルク、マルタ、 オランダ、 ポーランド、ポル

トガル、ルーマニア、スロヴァキア、スロヴェニア、

スペイン、スウェーデン、イギリス）、および一部

地域または全域が東経 90 度から 180 度の間に位置

するすべての国および領土を除くすべて。 

イボタノキ属 全種（セイヨウイボ

タ） 

カナダ、ヨーロッパを除くすべて。 

マホベルベリス属 全種 
本章第 301.38–2a 条に記載されて

いる根絶州を除くすべての州向け

のもの。（全種、および本章第

301.38-1 条に従い黒さび病に耐性

があると指定された園芸品種） 

すべて。 

ヒイラギナンテン属 全種（ヒイラ

ギナンテン） 
本章第 301.38–2a 条に記載されて

すべて。 
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いる根絶州を除くすべての州向け

のもの。（全種、および本章第

301.38-1 条に従い黒さび病に耐性

があると指定された園芸品種） 

リンゴ属 全種(リンゴ、クラブア

ップル)  
第 319.37–5(b)条の輸入条件を満た

すもの。 

カナダを除く第 319.37–5(b)条に記載されている

国。 

セイヨウカリン カナダを除く第 319.37–5(b)条に記載されている

国。 

クワ属 全種（クワ属） カナダ、インド、日本、韓国、中華人民共和国、タ

イ、かつてソヴィエト社会主義共和国連邦として知

られていた地理的地域を除くすべて。 

ハマギク アンドラ、アルゼンチン、オーストラリア、ベラル

ーシ、ボスニアヘルツェゴヴィナ、ブラジル、 ブ
ルネイ、カナダ、カナリア諸島、チリ、中国、コロ

ンビア、クロアチア、エクアドル、アイスランド、

日本、韓国、リヒテンシュタイン、マケドニア、マ

レーシア、メキシコ、モルドヴァ、モナコ、ニュー

ジーランド、ノルウェー、ペルー、南アフリカ共和

国、ロシア、サンマリノ、 スイス、 台湾、タイ、

チュニジア、 ウクライナ、ウルグアイ、 ベネズエ

ラ、ユーゴスラヴィア、 欧州連合（オーストリア、

ベルギー、ブルガリア、キプロス、 チェコ共和国、

デンマーク、エストニア、 フィンランド、フラン

ス、ドイツ、ギリシア、 ハンガリー、アイルラン

ド、イタリア、ラトヴィア、 リトアニア、ルクセ

ンブルク、マルタ、 オランダ、 ポーランド、ポル

トガル、ルーマニア、スロヴァキア、スロヴェニア、

スペイン、スウェーデン、イギリス）、および一部

地域または全域が東経 90 度から 180 度の間に位置

するすべての国および領土を除くすべて。 

堅果および果実（果実および堅果品

目参照。） 

 

トケイソウ属 全種（パッションフカナダを除くすべて。 
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ルーツ、トケイソウ） 

バイカウツギ属 全種（バイカウツ

ギ、モックオレンジ） 

カナダ、ヨーロッパを除くすべて。 

トウヒ属 全種（トウヒ） カナダ、ヨーロッパ、日本、シベリアを除くすべて。 

マツ属 全種（マツ）（二枚葉また

は三枚葉） 

カナダ、ヨーロッパ、日本を除くすべて。 

ハコヤナギ（ヤマナラシ）属 全種

（アスペン、ハコヤナギ、ポプラ） 

カナダ、ヨーロッパを除くすべて。 

サクラ（スモモ）属 全種（アーモ

ンド、アンズ、サクランボ、セイヨ

ウバクチノキ、ネクタリン＜ズバイ

モモ＞、モモ、セイヨウスモモ＜プ

ラム＞、プルーン） 
第 319.37–5(b)条の輸入条件を満た

すもの。 

カナダを除く第 319.37–5(b)条に記載されている

国。 

イヌカラマツ属 全種（イヌカラマ

ツ） 

カナダ、日本、ヨーロッパを除くすべて。 

トガサワラ属 全種（ベイマツ＜ア

メリカトガサワラ＞） 

カナダ、ヨーロッパを除くすべて。 

ナシ属 全種（セイヨウナシ） 
第 319.37–5(b)条の輸入条件を満た

すもの。 

カナダを除く第 319.37–5(b)条 に記載されている

国。 

コナラ属 全種（オーク） カナダ、日本を除くすべて。 

スグリ属 全種 カナダ、ヨーロッパ、ニュージーランドを除くすべ

て。 

バラ属 全種（バラ） オーストラリア、ブルガリア、カナダ、イタリア、

ニュージーランドを除くすべて。 

キイチゴ属 全種（クラウドベリ

ー、ブラックベリー、ボイゼンベリ

ー、デューベリー、ローガンベリー、

ラズベリー） 

第 319.37–5(e)条による搬入後検疫条件から除外さ

れる場合を除くすべて。 
 

ヤナギ属 全種（ヤナギ） ヨーロッパすべて。（ベルギー、ドイツ、グレート
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ブリテン、オランダを除く。） 

ナナカマド属 全種（ナナカマド） カナダ、チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、スロ

ヴァキアを除くすべて。 

ハシドイ属 全種（ライラック） オランダ（当該品目が第 319.37–5(i)条の輸入条件

を満たす場合）、およびカナダ、ヨーロッパを除く

ほかのすべての地域。 

ニレ属 全種（ニレ） カナダ、ヨーロッパを除くすべて。 

ヒオウギズイセン属 全種（バグル

リリー）（球根を除く。） 
第 319.37–5(l)条の輸入条件を満た

さないもの。 

アフリカ、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、フラ

ンス、イタリア、ルクセンブルク、マルタ、モーリ

シャス、ポルトガル、スペイン、ウルグアイを除く

すべて。 

 
(b)果実および堅果品目（一般名は学名の後に記載する。） 
アクラス＜サポジラ・チューインガムノキ＞――（別名マニルカラ） 
アンノナ＜バンレイシ＞――カスタードアップル、チェリモヤ、スウィートソ

ップ、シュガーアップル、トゲバンレイシ、ギュウシンリ、アリゲータアップ

ル、suncoya、イラマ、グアナバナ、ポンドアップル 
アナカルディウム――カシュー、カシューナットノキ 
アルトカルプス――パンノキ、パラミツ、ナンカ、ジャックフルーツ 
アベロア――ゴレンシ、スターフルーツ 
カリカ――パパイア、パウパウ 
カリッサ――オオバナカリッサ、ナタールプラム 
セラトニア――イナゴマメ 
クリソバラナス――イカコ 
クリソフィラム――カイニット（スターアップル） 
コリラス――ハシバミ、ヘーゼルナッツ、セイヨウハシバミ 
クラタエグス――サンザシ 
ディオスピロス――カキ、ケガキ 
ドゥリオ――ドリアン 
エリオボトリア――ビワ 
ユーフォリア――リュウガン 
ユーゲニア――フトモモ、ホトウ、マレーフトモモ、キュラソーアップル 
フェイジョア――フェイジョア、アナナスガヤバ（第 319.37-5(k)条による植物

検疫検査証明書を添付する場合、ニュージーランドを除く。） 
フィカス――イチジク 
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ガルシニア――マンゴスチン、gourka 
ジュグラン――クルミ、バタグルミ、ヒメグルミ、regranut、buartnat 
ランシウム――ランサット、ランサ 
レイシ――ライチ、リーチー 
マカダミア――マカダミアナッツ、クィーンズランドナッツ 
マルピギア――バルバドスチェリー 
マンメア――マミーアップル、マミー 
マンギフェラ――マンゴー 
マニルカラ――サポジラ 
メリコックス――ハニーベリー、マモンシージョ、メリコッカノキ 
ネフェリウム――ランブータン、プラサン 
オレア――オリーブ 
ペルセア――アボカドノキ、ワニナシ 
フィランツス――ナンヨウユカン 
ピスタシア――ピスタチオ 
シジュウム――グアバ、guayala 
プニカ――ザクロ、グラナダ 
ピロニア――quinpear 
ロドミルツス――テンニンカ 
スポンディアス――コガネモンビン、モンビンノキ、テリハタマゴノキ 
シジギウム――マレーフトモモ、フトモモ、ホトウ、ムラサキフトモモ、ジャ

ンボラン 
バッキニウム――ブルーベリー、クランベリー、ツルコケモモ 
ジジファス――ナツメ 
 
(c)州搬入後検疫契約。 
(1)本条に従い、搬入後検疫を受けることを要求されている品目は、動植物調査

局と契約書を締結した州において搬入後検疫栽培を行う場合に限り、輸入する

ことができる。契約書には、動植物調査局長あるいは局長の被指名人、および

州植物管理局長が署名する。各州の法に従い、州により提供される検査および

そのほかの搬入後検疫に関する役務は、当該州によって課せられる料金体系に

したがうことができる。 
(i)本項に従い、搬入後検疫契約を締結した州は以下の通り： 
コロンビア特別区、グアム、ハワイ、カンザス、および北マリアナ諸島を除く

アメリカ合衆国すべての州および領土。 
(ii)[留保] 
(2)上記の契約書において、当該州は以下のことに同意するものとする。 
(i)契約書の発効日以前に州法および要件を定めること。また、搬入後検疫にお



 

89 
 

ける圃場や植物の生育を検査し、本条に従い搬入後検疫栽培の遵守をモニタリ

ングおよび実施するのに必要な当該法および要件を施行すること。 
(ii) 植物保護検疫部の要求に基づき、州の搬入後検疫条件に従って栽培されてい

る品目に対する係属中の許可申請を見直すこと。また、提案された搬入後検疫

に対する検査およびモニタリングの役務を、州が提供することが可能かどうか、

植物保護検疫部の搬入後検疫課に報告すること。 
(iii)州の検査官は、以下のような役務を提供すること。 
・搬入後検疫に使用する圃場を検査すること。 
・当該圃場が、輸入を提案する植物の数量を収容するのに適した広さかどうか、

植物保護検疫部の搬入後検疫課に報告すること。繁殖品が認められている場合

には、見込まれる繁殖品も含めて検討する。 
・植物について、外来の病害虫の痕跡を検査すること。二年の搬入後検疫栽培

が要求される植物に対しては、少なくとも一年目に一回、二年目に一回検査す

る。二年未満の搬入後検疫栽培が要求される植物に対しては、少なくとも一回

検査する。 
・搬入後検疫の圃場を使用する間、本条の要件の遵守をモニタリングおよび実

施すること。 
(iv) アメリカ合衆国内に存在することが確認されておらず、かつ州の検査官に

よって搬入後検疫の圃場で発見された病害虫のいかなる痕跡も、植物保護検疫

部の搬入後検疫課に報告すること。その際、植物保護検疫部に対し、病害虫を

防除するための防衛措置あるいは緩和措置を提言すること。また、植物保護検

疫部の承認を得て、防衛措置あるいは緩和措置の適用を監督すること。 
(v)搬入後検疫中の植物の数量につき、いかなる繁殖あるいは増加も、植物保護

検疫部の搬入後検疫課に報告すること。 
(3)上記の契約書において、動植物調査局長は以下のことに合意するものとする。 
(i)州の搬入後検疫対象に対する許可申請見直しを調査し、州の役務は当該搬入

後検疫をモニタリングすることが可能であると決定した後にのみ、許可を出す

こと。 
(ii)州からの要請に基づき、本条に従い搬入後検疫役務の提供に従事する州の職

員に対し、研修、技術的助言、および病害虫識別役務を提供すること。 
(iii) 州における搬入後検疫を目的とした対象植物がアメリカ合衆国に到着した

とき、書面にて、到着後 10 日以内に州の職員に通知すること。また、搬入後検

疫中の対象植物の検疫を解除できるとき、書面にて、州の職員に通知すること。 
(4)州搬入後検疫契約の終了。 
動植物調査局長あるいは州植物管理局長のどちらか一方が、相手方当事者に書

面にて終了を通知することにより、州搬入後検疫契約を終了することができる。

本条に従い搬入後検疫を必要とする品目を以後当該州へ輸入することに関し、

終了の発効日は実際に通知を受け取った日から 60 日とする。州植物管理局長あ
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るいは動植物調査局長のどちらか一方によって、搬入後検疫契約が終了された

とき、動植物調査局および影響を受けた州は、搬入後検疫契約に従い、すでに

当該州内にある搬入後検疫の対象すべて、および終了の発効日以前に当該州に

到着する搬入後検疫の対象すべてに対し、対象植物が検疫を解除できるように

なるまで、搬入後検疫役務の提供を継続するものとする。 
 
(d)搬入後検疫栽培契約。 
搬入後検疫条件に従って栽培することを要求されるいかなる規制品目も、ある

いはその繁殖品も、搬入後検疫栽培契約に従って栽培されなければならない。

本契約書は、第 319.37-3 条に従って当該品目の輸入許可を書面にて申請した者

（輸入者）によって署名され、植物保護検疫部に提出されなければならない。

動植物調査局はまた、各搬入後検疫栽培契約書に、契約書の適用を受ける規制

品目の栽培を予定する州の植物管理局長の署名を得なければならない。当該搬

入後検疫栽培契約は、輸入される植物の種類、数量、原産地を特定し、動植物

調査局および品目が栽培される州に対し、以下に定められた期間、契約書の署

名者が次の条件に従うことを保証するものとする。 
(1)上記の品目あるいはその繁殖品は、輸入者が所有、賃借するか、またはそれ

以外に所有し、検査官が指定する範囲内の空間の、定められた土地でのみ栽培

すること。また、移動、繁殖するとき、あるいはその品目、その繁殖品、その

一部を繁殖する許可を得るときは、担当者に書面にて許可を申請すること。宛

先は、以下の通り： 
Postentry Quarantine Unit, USDA, APHIS, PPQ（農務省 動植物調査局 植

物保護検疫部 搬入後検疫課） 
Building 580, BARC-East, Beltsville, MD 20705 
(2)検査官が、上記の品目の検査のために、通常営業時間中に定められた土地へ

立ち入るのを許可すること。 
(3)当該品目あるいはその繁殖品に、品目名、ポートアクセス番号、輸入日を示

すラベルを貼って、識別できるようにしておくこと。 
(4)当該品目は、ほかのいかなる植物あるいは植物生産物からも三メートル以上

（約十フィート）隔離すること。ただし、その植物あるいは植物生産物が当該

品目と同属で、当該品目と共に海外から一度の船積みで到着し、搬入後検疫に

入った場合を除く。 
(5)有害な病気、有害な害虫、あるいはその他の病害虫のまん延を防ぐために必

要であると検査官によって定められた救済措置（廃棄を含む）を、許可あるい

は適用すること。 
(6)輸入者あるいは圃場の責任者は、品目の異常に気づいたとき、あるいは品目

が枯れたとき、あるいは輸入者、圃場の責任者、その他の人物によって枯らさ

れたとき、発生日から 30 日以内に、検査官に口頭または書面で通知すること。



 

91 
 

異常が見つかった品目あるいは枯れた品目は、通知日から少なくとも 60 日間保

有すること。また、その異常が見つかった品目あるいは枯れた品目を、検査官

の要請に基づいて引き渡すこと。 
(7)以下に特に定めない限り、当該品目あるいは繁殖品は、二年間、搬入後検疫

のもとで栽培すること。 
(i) ヨーロッパからのキイチゴ属全種（クラウドベリー、ブラックベリー、ボイ

ゼンベリー、デューベリー、ローガンベリー、ラズベリー）に該当する品目あ

るいは繁殖品は、少なくとも一インチあたり 16 目の網をかけた建物内でのみ栽

培すること。 
(ii) 次の品目あるいは繁殖品は、次に述べる期間、温室あるいはそのほかの隔離

された建物内でのみ栽培すること。キク属全種、デンドラテマ属全種、

Leucanthemella serotina（ミコシギク属）、およびハマギクに該当する品目は、

輸入後六ヶ月間とする。ナデシコ属全種（カーネーション、アメリカナデシコ、

ビジョナデシコ）に該当する品目は、輸入後一年間とする。アジサイ属に該当

する品目は、輸入後九ヶ月間とする。 
(iii) カラハナソウ属全種（ホップ）に該当する品目あるいは繁殖品は、輸入し

た植物の生長点培養を六ヶ月間観察し、もとの植物は生長点培養が形成された

後に廃棄すること。六ヶ月間の観察の後、生長点培養から生み出された植物は、

さらに一年、搬入後検疫の状態におかなければならない。 
 
(e)記入した搬入後検疫契約書は、搬入後検疫栽培要請品目許可申請書と一緒に

提出しなければならない。* 
*搬入後検疫契約書式は、無料で入手可能。 
配布先：Animal and Plant Health Inspection Service, Plant Protection and 
Quarantine, Port Operations, Permit Unit（動植物調査局 植物保護検疫部 

港湾管理課） 
4700, River Road Unit 136, Riverdale, Maryland 20737-1236 
または、電話帳に記載された、植物保護検疫計画の現地事務所に問い合わせの

こと。 
 
(f)検査官命令による規制品目の廃棄、移動、保護。費用。民事および刑事責任。 
(1)無認可圃場での栽培。 
本条の搬入後検疫栽培要件の対象となる品目あるいはその繁殖品が、無認可圃

場で栽培されていると検査官が判断する場合、検査官は、品目の所有者あるい

は、品目が栽培されている圃場を所有している者に対し、緊急行動通知（植物

保護検疫部書式 523）を提出することができる。書式 523 に名前を挙げられた

者は、書式 523 に定められた期間内に、搬入後検疫栽培契約に署名する、廃棄

する、アメリカ合衆国外の地点に持ち出す、搬入後検疫の認可圃場に移動する
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か、または、当該品目あるいはその繁殖品、当該品目あるいはその繁殖品の一

部に対し、アメリカ合衆国への病害虫の侵入を防ぐために検査官によって指示

された適切な措置か、そのほかの保護措置を取らなければならない。指示する

行動を選択し、行動の期限を設定したら、検査官は、当該品目類（繁殖品を含

む）にかかわる病害虫によってもたらされる病害虫危険度、その病害虫による

圃場内あるいは近隣のそのほかの寄主の種類、病害虫の生存にかかわる圃場の

気候および季節、処理施設の有無などを判断するものとする。 
(2)認可圃場での栽培。 
認可を受けた搬入後検疫栽培契約に定められている圃場で栽培されている品目

あるいはその繁殖品が、搬入後検疫栽培契約において認可を受けた数より多か

った場合、あるいはそのほかにアメリカ合衆国に病害虫が侵入する危険性があ

るようなやり方をしていた場合など、本条の規定に反して栽培されていると検

査官が判断するとき、検査官は、搬入後検疫栽培契約に署名した者に対し、緊

急行動通知（植物保護検疫部書式 523）を発行するものとする。その者は、緊急

行動通知内に定められたすべての行動を実施する責任を負うものとする。緊急

行動通知は、認可を受けた搬入後検疫栽培契約において定められた搬入後検疫

条件に従って栽培されなければならない品目、あるいはその繁殖品の栽培期間

を延長することができる。あるいは、通知に名前を挙げられた者に対し、緊急

行動通知において定められた期間内に、廃棄する、アメリカ合衆国外の地点に

持ち出す、当該品目あるいはその繁殖品、当該品目あるいはその繁殖品の一部

に対し適切な措置を取るか、そのほかの保護措置を取るように要求することが

できる。指示する行動を選択し、行動の期限を設定したら、検査官は、当該品

目類（繁殖品を含む）にかかわる病害虫によってもたらされる病害虫危険度、

その病害虫による圃場内あるいは近隣のそのほかの寄主の種類、病害虫の生存

にかかわる圃場の気候および季節、処理施設の有無などを判断するものとする。 
 (3)費用。 
本条に基づく検査官の命令によるいかなる行動にかかる費用も、当該品目が栽

培されている圃場に適用される搬入後検疫栽培契約に署名した者がすべて負担

するものとする。署名された契約が存在しない場合には、品目が栽培されてい

る圃場の所有者が負担するものとする。 
(4)民事および刑事責任。 
認可を受けた搬入後検疫栽培契約の品目に対して規定された圃場から、搬入後

検疫栽培要件の対象となる品目を移動させた者、あるいはそのほかに本条の要

件に反したやり方で当該品目を扱った者は、合衆国法典第 18 編第 1001 条、合

衆国法典第 7 編第 7734 条、あるいはそのほかの適用可能な連邦法規に定められ

ているとおり、民事罰および刑事責任の対象になるものとする。 
（行政管理予算局承認 管理番号 0579‐0049） 
【官報 第 45 巻、第 31585 号、1980 年 5 月 13 日） 
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編集注記： 第 319.37-7 条にかかわる官報の引用については、印刷版の検索の

手引き、および、オンライン・データベース(GPO Access)に記載の、連邦規則

集の関連部分を参照のこと。 
 

 

 

（ｆ）こん包資材に関する規定 

 

●公開元ＵＲＬ 

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=c97e73c794eff7f409e09da

6b293c812;rgn=div5;view=text;node=7%3A5.1.1.1.6;idno=7;cc=ecfr#7:5.1.1.1.6.7.36.10 

 

319.37-9 認可される梱包資材 

 

すべての規制品目は輸入時、または輸入目的でのアメリカ合衆国持込時に、梱

包資材で包まれていてはならない。例外となるのは、植物が発送の直前に梱包

資材で梱包され、その梱包資材に砂、土、土壌(以下に記述される砂を除く)が附

着していない場合、梱包資材が梱包またはその他の目的に使用されたことのな

いものである場合、および以下に列記するものであること。 
クレイペレット(baked expanded clay pellets) 

そば殻 

バミューダのコーラルサンド、品目をこのような砂で梱包する場合、添付の植

物検疫証明書に追加として、バミューダの植物保護組織によりその砂に土が混

じっていない旨を厳正に明記する。 

木毛 

バーミキュライト(Exfoliated vermiculite) 

コルク(Ground cork) 

泥炭(Ground peat) 

ゴム(Ground rubber) 

紙 

パーライト 

セルロースポリマー(Polymer stabilized cellulose) 

Quarry gravel. 

石綿 

おがくず 

木またはコルクの削りくず 

ミズゴケ 

高吸水性ポリマー混和(stockosorb superabsorbent polymer) 
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植物繊維の場合、ココナッツ繊維、オスマンダ繊維を含むパルプが混じらない

場合。サトウキビ繊維、コットン繊維はそれに含まれない。 

火山石 

[1980 年 5 月 13 日法令 45FR31585、改正 1992 年 9 月 18 日法令 57 FR 43151、

1995 年 1 月 13日法令 ; 60 FR 3078、2003年 8月 20日法令 68 FR 50047] 

 

 

 

（４）植物輸入に関する注意事項 

 

（ａ）植物輸入の際の注意事項に関する回状 

 

●公開元ＵＲＬ 

http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/q37-2circular

.pdf 

 

植物輸入の際の注意事項 

 

アメリカ農務省動植物調査局植物保護検疫部 

4700 River Road  

Riverdale, Maryland 20737  

 

回状 

PPQ Q.37-2 

2007 年 12月 

 

植物輸入者の義務 

 

栽培目的の植物を輸入するものは、5つの重要な義務を負う。 

 

1.発注前に、輸入者は必要となる輸入許可書を取得するか、または希望の品目

の搬入が現法により禁止されていないことを確認する。輸入許可申し込みにつ

いては、回状 Q37-1植物素材輸入許可申し込みの注意点を参照のこと。 

2.輸入者は十分な説明を、外国の発送者に提供すること。 

3.輸入者は事前に、アメリカ合衆国税関国境警備局の条件を全て満たすよう手

配する。 

4.輸入者は必要となる場合、作業員および備品を準備するか、仲介業者または

代理人を通し手配する。 
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5.輸入者は必要な発送に関する手配をし、許可を得た植物素材がアメリカ合衆

国農務省の植物検査所に届くようにする。規制品目の植物検査所から最終送付

先への移動も、受託者または仲介業者の責任となる。 

 

上記の義務を負わない場合、結果として通関地での遅延で損害が生じるか、加

えて植物素材が劣化する可能性がある。 

 

外国の発送者への伝達事項 

許可を得た者は外国の発送者が必ず、適切な輸送手段とアメリカ合衆国への輸

出に使用が許可された梱包資材を使うようする。輸入者は輸出者に、植物には

土が付着していない、栽培資材は法令 7 CFR 319.37で除外されたものを除いて

使用しない、サイズ・年齢制限内のものであること、および適切なラベル、イ

ンボイス、およびオリジナルの植物検疫証明書の添付の注意を喚起する。許可

課(the Permit Unit)がラベルの形で許可を発行した場合、輸出者は指示通り適

切にラベルを使用する。栽培目的の植物で許可を要するもののアメリカ合衆国

搬入は、検査所のある通関地から行うこと。 

 

土の付着がないこと： 

全ての植物素材は砂、土、土壌がついていないようにする。腐葉土およびその

他の植物が腐食したものは土壌と考えられる。到着時に砂、土、土壌が付着し

た植物は搬入を拒否される。 

 

梱包資材： 

認可された梱包資材のみ使用が許される。認可された梱包資材の完全な一覧は

法令 7 CFR 319.37-9を参照のこと。認可された梱包資材で通常使用されるもの

は泥炭、ミズゴケ、パーライト、パルプの混じらないココナッツまたはその他

の植物繊維(サトウキビおよび綿を除く)、オスマンダ繊維、木毛、木の削りく

ず、おがくず、コルク(Ground cork)、そば殻、セルロースポリマー(Polymer 

stabilized cellulose)、およびバーミキュライト(Exfoliated vermiculite)。 

 

苗木がくるむ、包む、浸す、スプレーする、またはその他の方法にてプラスチ

ック、ワックス、または不浸透性の素材で梱包された場合、十分な検査または

処置が不可能なため搬入を拒否される。 

 

サイズ・年齢制限： 

法令 7 CFR 319.37-2(b)のサイズ・年齢制限は複雑ものとなる。主な制限は以下

の通り。切枝または種子から栽培したものは 2 歳を超えないこと。または取り

木は親木から切断後の成長が 1 歳を超えないこと。または芽接ぎまたは接木栽
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培の場合、芽または成長した接木が 2 歳を超えないこと。以上の場合、ロード

デンドロン(アザレアを含む)またはその他の属または種の成長の遅いものを除

き、1 年の追加が認められる。サイズ・年齢制限は元々背の低い植物または、土

のラインから高さ 12 インチを超えない木類植物、およびアジア諸国で人気のあ

る人工的に育成を抑えた品目には適用されない。 

 

サボテンを切ったもの(根または、枝分かれしていないもの)は直径 6 インチ、

および高さ 4フィートを超えてはならない。 

 

サボテン、ソテツ、ユッカおよびドラサナおよびその他（切枝を除く）木類ま

たは灌木の成長に似た過程をたどるものは、土のラインから成長した末端まで

の高さが 18インチを超えてはならない。 

 

ドラセナまたはユッカなどの切枝(葉、根、芽がなく、枝分かれしていないも

の)(サボテンを切ったものは除く)は、直径 4インチを超えてはならない。 

 

インボイス： 

インボイスは、アメリカ合衆国税関国境警備局、仲介業者、および輸入者用の

複写に加えて、植物保護検疫部(PPQ)用にも必要となる。貨物輸入の場合、搬入

時にアメリカ合衆国税関国境警備局に複写を提出すること。加えて、パッキン

グリストをコンテナごとに添付するか、またはインボイスの複写が第一コンテ

ナに含まれていること。郵送での輸入の場合、インボイスの複写一通が、小包

に同封されていること。 

 

証明書： 

法令 7 CFR 319.37-4の規定により、栽培目的の植物を持込輸入する場合、原産

国の適切な植物保護組織より発行された、オリジナルの植物検疫証明書の添付

が必要となる。加えて植物種、または原産国によっては、植物検疫証明書に「追

記」の記載が求められる場合がある。(詳細は法令 7 CFR 319.37-5 を参照のこ

と) 

 

貨物輸入の場合、証明書のオリジナルを通関書類に必ず添付すること。証明書

の複写は、それぞれのコンテナに添付する。 

 

郵送での輸入の場合、証明書の複写を小包の外部に添付し、オリジナルは中に

同封するか、数通同時に発送の場合は内一包みの中に同封する。 

 

発送方法： 
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輸入者は外国の発送者に、輸入方法を指示する。郵送で送付する場合、それが

書簡、小包、航空便小包、またはその他の郵送手段でも、検査所へ品目の運送

を保税運搬(bonded carrier)に依頼する必要は無い。航空速達(air express)、

空輸、およびその他の郵送手段の場合、保税運搬(bonded carrier)は必要無い。

航空速達(air express)、空輸は、航空便、航空小包とはまったく別となる。下

記する手荷物での搬入の項目も参照のこと。 

 

郵送の場合： 

すべての郵送物は、植物保護検疫部証明課発行の緑と黄のラベル使用が必須と

なる。緑と黄のラベルは、郵送での輸入にのみ使用のこと。すべての国で航空

小包便を提供されているわけではなく、また、小包発送のサービス内容も国に

よってばらつきがある可能性がある。発送国によっては航空小包便は、最初の

通関地までが航空便扱い、それから送付先までは普通便扱いになる場合もある。

その他の国は、送付先まで航空便扱いとなり、また別の場合は両方の航空小包

発送サービスを提供し、発送者の希望で選択することができる。航空小包便に

関する情報は、外国の発送者または地元の郵便局にて問い合わせるのが最も確

実となる。封書(letter-rate)での航空便発送は、種子または高価な切枝の発送

に、小包郵便が利用できない場合、品目を送付先まで航空便で送るのに使用さ

れることもある。 

 

封書での航空便、または first class 便での発送は、「検査のための開封可」

("This parcel may be opened for inspection")と明記しなくてはならない。

輸入者が航空便で輸入予定で、航空小包便が利用できない場合、封書での航空

便は航空速達と同等の送料の可能性もある。 

 

緑と黄のラベルに記入した住所に関わりなく、繁殖目的の植物素材はアメリカ

合衆国到着後検査所のある最初の通関港を通過する。検査所のある通関地は、

ニューヨーク州ジャマイカ JFK 国際空港、ニュージャージー州リンデン、フロ

リダ州マイアミ、ルイジアナ州ニューオリンズ、テキサス州ブラウンズビルお

よびヒューストン、アリゾナ州ノガレス、カリフォルニア州サンディエゴ、ロ

サンジェルス(イングルウッド)およびサンフランシスコ、ワシントン州シアト

ル、ハワイ ホノルル、プエルトリコ サンフアン、およびグアム タムニング。

国際郵便の経路または運送途中の取り扱いに関して、(農務省は)責任は負えな

いことを留意のこと。航空便での運送は、許可された通関地どこにでも送付の

可能性あり。 

 

検査所で農産物通関手続きを終えた後、郵便発送のものは郵送路に戻され、送

付先へ元の発送方法にて再び送られる。送付物の価値が 1000ドルを下回り、関
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税がかかる場合、送付先の郵便局より請求される。価値が1000ドル以上の場合、

送付先郵便局最寄のアメリカ合衆国税関国境警備局通関地にて、輸入者本人、

もしくは仲介業者または代理人を通して正式な搬入を直接行う。輸入者には送

付物が最初に到着した税関より通知があり、搬入を行う通関地も指定される。 

 

郵送の場合の住所記入： 郵送で輸入物を送る場合、許可保持者は緑と黄の郵

便ラベルを各荷物分取り寄せる。使用の際の指示は裏面に記載されている。指

示はフランス語、ドイツ語、およびスペイン語版が、許可保持者より要望があ

る場合配布される。郵送で発送する場合、許可保持者の氏名、住所、電話番号

および許可番号を、各包みへの同封が必須となる。 

 

郵送以外の発送； 

郵送以外の発送で輸入する場合、その価値に関わらず税関通過が必要となる。

輸入者または輸入者の代理人は、必要な場合検査所への送付、および最終の送

付先への配送を手配する。 

 

カーゴ、速達(express)、または運輸貨物の住所記入： それぞれのケース、箱、

またはその他の発送のコンテナは、判読しやすいよう記入し、おおよその内容

物の数および原産国名、識別しやすいマーク、独自の番号を記し、以下のよう

に送付先を記入する。 

 

"United States Customs and Border Protection Service 

 _____________________________________  

(品目の検査が行われる通関地名) 

 

For delivery to the Plant Protection and Quarantine Inspection Station. 

For account of________________________________ Permit No.(許可番号) 

___________  

(許可証保持者の氏名および住所) 

 

From ____________________________________________________________."  

(外国からの発送者の氏名および住所) 

 

アメリカ合衆国税関国境警備局、小包以外の輸入条件： 

 

税関中間業者またはその他代理人に、船荷、空輸貨物、急送、航空急送の託送

に関連する税関手続き依頼を事前に手配しなかった場合、遅延が生じ、結果、

品目が痛むまたは損なわれる可能性がある。積荷は税関にて留め置かれ、即時
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移動(Immediate Transportation、IT)での搬入の場合を除き、税関での必要条

件を満たすまで、先に進むことはできない。植物保護検疫部(PPQ)所属の者が、

税関中間業者の権限を持つ、またはその活動を行うことはできない。政府職員

は、輸入者に代わって税関中間業者を雇うことはできず、またその紹介を求め

るのも不適切となる。 

 

中間業者または代理人の手配は、余裕を持って事前に行うこと。到着予定日お

よび到着時間、貨物番号または船名、インボイス番号および許可番号、税関手

続きのタイプ、および転送に関する指示を、税関中間業者または代理人に与え

る。中間業者または代理人は移動手段、作業員、および備品を必要な場合は手

配する。 

 

通常、郵送以外の植物資材輸入の場合、3通りの税関手続きの方法がある。 

 

・略式搬入 このタイプの手続きは、通関地が PPQ 検査に指定された場所と同

じで、送付されたものの価値が 1000ドルを超えない場合に最適となる。関税は

現金またはチェックにて、税関検査官に通関地にて支払う。 

・関税事前支払い搬入 関税は現金またはチェックにて支払い、増し額または

追加課税分は通例 bond(保険)適用範囲内となる。通関地が PPQ 検査に指定され

た場所と別の場合、貨物は税関特別マニフェスト(Customs Special Manifest)

扱いで、許可された港に移動する。 

・即時移動(IT) 中間業者または代理人(またはその権限の運搬者)が搬入、取

り扱いおよび送付先までの移動を手配する。送付先の最寄の税関地にて、消費

目的の搬入（略式または関税事前支払い）には、再度税関中間業者または代理

人が必要となり、貨物が発送される前に関税を支払うことになる。この場合｢二

重｣に業者が必要となるため、より費用のかかる搬入手続きとなる。 

 

手荷物搬入： 

植物資材の輸入には(特定の球根および花の種子を除き)、手荷物は郵送での搬

入よりも費用がかかる可能性がある。輸入者は保全運搬(bonded carrier)を、(通

関地にて手配可能な場合)手配し、最寄のアメリカ合衆国農務省の植物検査所ま

で運搬する必要が出る可能性がある。また、PPQでの手続き終了後、輸入者また

は中間業者は、転送送料支払いを手配する必要がある。 

 

植物検疫許可所のある通関地： 

素材が PPQ検疫を受けられる本土の到着地は、ニューヨーク州ニューヨーク(JFK

国際空港、ニュージャージー州リンデン)、フロリダ州マイアミおよびオーラン

ド、テキサス州ブラウンズビル、エルパソおよびヒューストン、ルイジアナ州
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ニューオリンズ、アリゾナ州ノガレス、カリフォルニア州サンディエゴ、ロサ

ンジェルス(イングルウッド)およびサンフランシスコ、ワシントン州シアトル、

ハワイ ホノルル、およびグアム タムニング。およびプエルトリコおよびアメ

リカ領バージン諸島への到着分はサンフアン。 

 

検査所は通常午前 8 時半から午後 5 時まで、連邦休日を除く月から金曜の営業

となる。 

 

許可書に希望する検査所での植物の搬入が指定されていない場合、書面にて許

可書の変更を申し込みのこと。申し込みの際、未検査および未処置の資材は、

陸路の長距離移動許可が下りず、検査および処置を（必要な場合は）最初の通

関地の指定された検査所にて受けなくてはならない可能性もあることを留意の

こと。 

 

例：ヨーロッパまたはアフリカからの航空便発送の資材は通常、ニューヨーク

州 JFK 国際空港、ワシントン州シアトル、ロサンジェルス、またはサンフラン

シスコより搬入する。南アメリカからの航空便発送の資材は通常、ロサンジェ

ルス、マイアミ、またはニューヨーク(JFK 国際空港を含む)にて検査を受ける。

同じ資材が船便で送られる場合、ニューヨークで搬入、ニュージャージー州リ

ンデンにて検査を受ける。アジアからの船便発送の資材がスエズ運河経由で、

アフリカおよびヨーロッパの資材が船便にて到着する場合、ニュージャージー

州リンデンにて検査を受ける。メキシコからの資材が陸路にて搬入された場合、

大部分はテキサス州ブラウンズビルにて検査を受ける。航空便のメキシコから

の資材は、ロサンジェルス、マイアミ、サンフランシスコ、シアトル、または

ニューヨークにて、時間と元の発送方法にもよるが、検査を受ける。 

 

作業、備品、取り扱い： 

輸入者は貨物の通過に必要な、全ての作業、備品および特別な取り扱いの費用

支払の手配をする。作業員は通常、郵送以外の方法で輸入された場合、植物資

材の開封および再梱包、またコンテナのアメリカ合衆国農務省検査所への出し

入れに必要となる。費用は貨物の大きさおよび、発生する仕事量により変わる。

挽材、再調節に必要な材料などの備品類は、貨物の状態により必要となる場合

がある。 

 

処置： 

植物保護法に基づき農務省(USDA)、動植物調査局(APHIS)、植物保護検疫部(PPQ)

は、アメリカ合衆国を有害な節足動物門の病害虫、病原菌、および有害な雑草

の上陸および蔓延から保護する責任を負う。これら組織の駆除に使用される、
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許可を受けた方法は、必ずしも病害虫リスクを解消するわけではなく、処置法

によっては植物が傷む可能性があるのを留意のこと。枯れやすい植物資材は、

多くのストレスがかかり、送付中の悪条件で多くの場合弱ってしまう。処置が

もたらす悪影響を最小限に抑えるため、輸出者と連絡を取り、植物素材が病害

虫がなく健全で、適切な運搬手段を利用し、できるだけリスクを回避する。 

 

PPQが輸入植物および種子に使用する、侵入の病害虫殺虫は、該当の病害虫に最

も効果的で、処置を受ける植物をできるだけ傷ませないと考えられるものとな

る。全ての処置リスクは、輸入者が負うものとなる。輸入者は緊急措置通達(PPQ

書式 523)にて通知される、その他の措置を慎重に考慮する。これらの措置には

通常、植物資材を原産国へ返送する、または植物資材を公的監督の下破棄する

選択肢も含まれる。 

 

 

 

（ｂ）植物のサイズ・年齢に関する規定 

 

●公開元ＵＲＬ 

http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/size-age-chart.pdf 
 
植物保護検疫部 
2006年3月March, 2006 
植物のサイズと年齢制限 
(7 CFR 319.37-2より抜粋) 
 
植物タイプ1 以下を越えないこと 
ロードデンドロンおよびそれに近い成長過程の植物 
・種子より栽培の場合3歳 
・接木栽培の場合2歳 
元々背の低い植物 土のラインより12インチ(305mm) 
休眠中の多年生の草(根頭または寄せ植えに葉のついていないもの) 
直径4インチ(102mm) 
切枝で枝分かれせず、芽、葉、根のついていないもの(着生植物とサボテンを除

く) 
着生植物の切枝で枝分かれせず、芽、葉のついていないもの(気根は可) 
直径4インチ(102mm)および高さ6フィート(1.83メートル) 
サボテンを切ったもので根または、枝分かれしていないもの 直径6インチ

(153mm)および高さ4フィート(1.22メートル) 
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木類の成長に「似た」過程をたどるもの(例、サボテン、ソテツ、ユッカおよび

ドラサナ等) 
土のラインから成長した末端までの高さが18インチ(460mm) 
ヤシおよびヤシに似た成長過程をたどるもの 
幹と葉を足した高さが36インチ(915ミmm) 
上記されなかった植物 
・種子または切枝より栽培された場合2歳 
・取り木より栽培の場合1歳 
・芽接ぎまたは接木栽培の場合2歳 
1盆栽、盆景、およびそれに似た植物の、人工的に育成を抑えられ、根または枝

の選定をして小型に押さえ栽培したものは、サイズ・年齢制限の対象とはなら

ない。 
 
 

 

（ｃ）輸入禁止植物に関する規定 

 

●公開元ＵＲＬ 

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&rgn=div5&view=text&node=7
:5.1.1.1.6&idno=7#7:5.1.1.1.6.7.36.3 
 

319.37-2  輸入禁止品目 

(a) 次に挙げる国、地域からの以下の品目は輸入が禁止される。以下のパラグラ

フ(c)に挙げる例外を除いて、アメリカ合衆国への輸入または持ち込みは禁止さ

れている。 

輸入禁止品目(指定があ

る場合は種も含まれる) 輸入が禁止される原産地 

原産地で存在が確認され、輸入禁

止品目に付着している可能性のあ

る病害虫 

アオイ科トロロアオイ属

全種 (Abelmoschus spp. 
(okra) 

アフリカ 綿の葉の萎ちょう病原体 
(Cotton leaf curl agent.) 

   ブラジル Cotton Anthocyanosis agent. 

   バングラデシュ、インド、

スリランカ 

Bhendi yellow vein mosaic 
agent. 

   コートジボアール、ナイジオクラ・モザイクウィルス 
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ェリア (Okra mosaic virus.) 

   イラク オクラの葉の萎ちょう病原体 
(Okra yellow leaf curl agent.) 

   パプアニューギニア、トリ

ニダート島、トバゴ島 

オクラ・モザイクウィルス 
(Okra mosaic agents.) 

アビエス属全種(マツ科モ

ミ属) (Abies spp. (fir) 
カナダを除く全地域 Chrysomyxa abietis (Wallr.) 

Ung. (針葉樹に深刻なさび病を引

き 起 こ す )Phacidiopycnis 
pseudotsuga (M. Wils.) Hahn 
(Douglas fir canker)を含む 50 な

いしそれ以上の種のさび病 

アカシア属全種 (アカシ

ア) 
Acacia spp. (acacia) 

オーストラリアとオセア

ニア 

Uromycladium tepperianum 
(Sacc.) McAlp. (Rust). 

カエデ属全種 (モミジ ) 
(§319.37–5(m)の輸入条

件を満たしたイロハモミ

ジ、ハウチワカエデは除

く) 

日本 
ヨーロッパ、日本 

Xanthomonas acernea (Ogawa) 
Burk. 
Maple mosaic or variegation 
diseases. 

アクチニディア属全種 
(キウイ). 

日本と台湾 Pucciniastrum actinidiae 
Hiratusuka (Rust). 

Adonidia spp 全地域 A diversity of diseases including, 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

トチノキ属全種(セイヨウ

トチノキ) 
チェコ共和国、ドイツ、ル

ーマニア、スロバキア、イ

ギリス 

Horsechestnut variegation or 
yellow mosaic diseases. 

ハリクジャクヤシ属全種

(Aiphanes spp. (coyure、 
ruffle 、 お よ び spine 
palm) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: lethal 
yellowing disease; 
cadang-cadang disease. 

Allagoptera arenaria  全地域 A diversity of diseases including, 
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but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

ア ル タ エ ア 属 全 種

(Althaea spp. (althaea, 
hollyhock) 

アフリカ 
バングラデシュ、インド、

スリランカ 

Cotton leaf curl agent. 
Bhendi yellow vein mosaic 
agent. 

ラ ッ カ セ イ 属 全 種

(Arachis spp. (ピーナッ

ツ)種子のみ(その他すべ

てのラッカセイ品目はマ

メ科に含まれる) 

インド、インドネシア、日

本、中国、フィリピン、台

湾 

Peanut stripe virus. 

   ブルキナファソ、コートジ

ボアール、セネガル、イン

ド 

Peanut clump virus. Indian 
peanut clump virus. 

ビンロウ属全種 (Areca 
spp) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

クロツグ属全種(Arenga 
spp. (サトウヤシ) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Arikuryroba spp. (アリ

クリヤシ) 
全地域 A diversity of diseases including 

but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

§319.37–2(b)に挙げられ

た品目 

カナダを除く全地域 A diversity of diseases, insects, 
and other pests, including but 
not limited to: Cactoblastis 
cactorum (Berg); Metamasius 
spp.; Opogona sacchari (Bojer); 
Chrysomyxa himalensis Barclay 
(Spruce needle rust); Aecidium 
mori Barclay (Mulberry rust); 
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Pseudomonas lignicola 
Westherd. & Buis. (Bacterial 
stain); Pucciniastrum areolatum 
(Fr.) Otth. (Cherry-spruce rust). 

タケ族 (Bambuseae (種
子、植物、および切枝) 

全地域 Various plant diseases, 
Including bamboo smut 
( Ustilago shiraiana ) 

メ ギ 属 全 種 (Berberis 
spp. ( メ ギ ) ( 本 章

§301.38–1 に基づき全種

の植物および園芸品種で

茎の黒さび病に抵抗力が

あるとされないもの) 

全地域 Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Berberis spp. (barberry) 
destined to an 
eradication State listed 
in §301.38–2a of this 
chapter (plants of all 
species and 
horticultural varieties 
designated as resistant 
to black stem rust in 
accordance with 
§301.38–1 of this 
chapter) 

全地域 Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

メ ギ 属 全 種 (Berberis 
spp. (メギ)種子 

全地域 Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

アキー属(Blighia sapida 
(アキー) 

コートジボアール、ナイジ

ェリア 

Okra mosaic virus. 

Borassus spp. (palmyra 
palm) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Brugmansia spp. コロンビア Datura Columbia virus. 
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Caryota spp. (fishtail 
palm) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Castanea spp. 
(chestnut) 

全地域 Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr (chestnut blight); 
Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu (gall wasp). 

Cedrus spp. (cedar) ヨーロッパ Phacidiopycnis pseudotsuga (M. 
Wils.) Hahn (Douglas fir 
canker). 
Fusarium fuliginosporum Sibilia 
(Seedling disease). 

Chaenomeles spp. 
(flowering quince) not 
meeting the conditions 
for importation in 
§319.37–5(b) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to those listed for 
Chaenomeles in §319.37–5(b)(1). 

Chrysalidocarpus spp. 
(butterfly palm) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Chrysanthemum, spp. 
(chrysanthemum, 
includes Dendranthema 
spp.) 

アンドラ、アルゼンチン、

オーストラリア、ベラルー

シ、  ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ、ブラジル、ブルネ

イ、カナリア諸島、チリ、

中国、コロンビア、クロア

チア、エクアドル、アイス

ランド、日本、韓国、リヒ

テンシュタイン、マケドニ

ア、マレーシア、メキシコ、

モルドバ、モナコ、ニュー

ジーランド、ノルウェー、

ペルー、南アフリカ共和

Puccinia horiana P. Henn. (white 
rust of chrysanthemum). 
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国、ロシア、サンマリノ、

スイス、台湾、タイ、チュ

ニジア、ウクライナ、ウル

グアイ、ベネズエラ、ユー

ゴスラビア、欧州連合(オー

ストリア、ベルギー、ブル

ガリア、キプロス、チェコ、

でんまーく、エストニア、

フィンランド、フランス、

ドイツ、ギリシャ、ハンガ

リー、アイルランド、イタ

リア、ラトビア、リトアニ

ア、ルクセンブルク、マル

タ、オランダ、ポーランド、

ポルトガル、ルーマニア、

スロバキア、スロベニア、

スペイン、スウェーデン、

イギリス)および東経 90度

から180度の間に一部また

は全領域位置する国、領

土、領地をすべて含む。 

Cocos spp. (other than 
Cocos nucifera ) 

全地域. A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Cocos nucifera (coconut) 
(including seed) 
(Coconut seed without 
husk or without milk 
may be imported into 
the United States in 
accordance with 
§319.56–11) 

319.37–5(g)の輸入条件に

準拠したジャマイカまた

はコスタリカからのもの

を除く全地域 

A diversity of diseases including 
but not limited to: lethal 
yellowing disease; 
cadang-cadang disease. 

Corypha spp. 全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
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Cadang-cadang disease. 

Crocosmia spp. 
(montebretia) 

アフリカ Puccinia mccleanii Doidge 
(rust), Uredo gladioli-buettneri 
Bub. (rust), Uromyces gladioli P. 
Henn. (rust), U. nyikensis Syd. 
(rust). 

   アルゼンチン、ウルグアイ U. gladioli P. Henn. (rust). 

Crocosmia spp. 
(montebretia), except 
bulbs in commercial 
shipments 

アフリカ、ブラジル、フラ

ンス、イタリア、マルタ、 
モーリシャス島、ポルトガ

ル 

U. transversalis (Thuem.) Wint. 
(rust). 

Cydonia spp. (quince) 
not meeting the 
conditions for 
importation in 
§319.37–5(b) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to those listed for 
Cydonia in §319.37–5(b)(1). 

Datura spp. インド Datura distortion or enation 
mosaic virus. 

Datura spp. (woody 
species) 

( Brugmansia spp.を参照

のこと) 
 

Dendranthema spp. 
(chrysanthemum) 

Chrysanthemum spp. を
参照のこと 

See Chrysanthemum spp. 

Dictyosperma spp. 
(Princesspalm) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Elaeis spp. (oil palm) 全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Erianthus spp. 
(plumegrass) 

全地域 Puccinia melanocephala H. Syd. 
& P. Syd. (Sugarcane rust). 
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Eucalyptus spp. 
(eucalyptus) 

ヨーロッパ、スリランカ、

ウルグアイ 

Pestalotia disseminata Thuem. 
(parasitic leaf fungus). 

Euonymus spp. 
(euonymus) 

ヨーロッパ、日本 Euonymus mosaic diseases. 

Fabaceae 
(=Leguminosae) 
(herbaceous spp. only) 

カナダを除く全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: African 
soybean dwarf agent, alfalfa 
enation virus, azuki bean mosaic 
virus, bean golden mosaic virus, 
cowpea mild mottle virus, 
French bean mosaic virus, 
groundnut chlorotic leaf streak 
virus, groundnut chlorotic 
spotting virus, groundnut 
rosette agents, groundnut 
witches broom MLO, horsegram 
yellow mosaic virus, Indonesian 
soybean dwarf virus, lima bean 
mosaic virus, lucerne Australian 
symptomless virus, lucerne vein 
yellowing virus, mung bean 
yellow mosaic virus, peanut 
stripe virus, red clover mottle 
virus, and soybean dwarf virus. 

Fragaria spp. 
(strawberry) not 
meeting the conditions 
for importation in 
§319.37–5(h) 

カナダを除く全地域 Phytophthora fragariae 
Hickman (Red stele disease). 

Fraxinus spp. (ash) All except for any county 
or municipal regional 
county in Canada not 
regulated because of the 
emerald ash borer 

Agrilus planipennis (emerald 
ash borer). 

   ヨーロッパ Pseudomonas savastanoi var. 
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fraxini (Brown) Dowson (Canker 
and dwarfing disease of ash). 

Gaussia spp. 
(llumepalm) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Gladiolus spp. 
(gladiolus) 

アフリカ Puccinia mccleanii Doidge 
(rust), Uredo gladioli-buettneri 
Bub. (rust), Uromyces gladioli P. 
Henn. (rust), U. nyikensis Syd. 
(rust). 

   アルゼンチン、ウルグアイ U. gladioli P. Henn. (rust). 

Gladiolus spp. 
(gladiolus), except bulbs 
in commercial 
shipments 

アフリカ、ブラジルフラン

ス、イタリア、マルタ、 モ
ーリシャス島、ポルトガル 

U. transversalis (Thuem.) Wint. 
(rust). 

Gossypium spp. (cotton, 
cottontree) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: cotton leaf 
curl virus; cotton virescence 
agent; small leaf virus. 

Hibiscus spp. (kenaf, 
hibiscus, rose mallow) 

アフリカ Cotton leaf curl agent. 

   ブラジル Cotton anthocyanosis agent. 

   インド Hibiscus leaf curl agent. 

Howea spp. (sentry 
palm) not meeting the 
conditions in 
§319.37–5(n) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Hydrangea spp. 
(hydrangea) 

日本 Aecidium 
hydrangeae-paniculatea Dietel. 

Hyophorbe spp. (palm) 全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: lethal 
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yellowing disease; 
cadang-cadang disease. 

Ipomoea spp. 
(sweetpotato) 

カナダを除く全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: sweetpotato 
witches broom (little leaf); and 
sweetpotato viruses of eastern 
Africa. 

Jasminum spp. 
(jasmine) 

ベルギー、ドイツ、イギリ

ス 

Jasmine variegation diseases. 

   インド Chlorotic ringspot, phyllody, 
yellow ring mosaic diseases. 

   フィリピン Sampaguita yellow ringspot 
mosaic diseases. 

Juniperus spp. (juniper) オーストリア、フィンラン

ド、ルーマニア 

Stigmina deflectans (Karst) Ellis 
(Needlecast disease). 

   ヨーロッパ Phacidiopycnis pseudotsuga (M. 
Wils.) Hahn (Douglas fir 
canker). 

Larix spp. (larch) カナダ・ニューブランズウ

ィック州とノバスコシア

州、 ヨーロッパ、日本 

Lachnellula willkommii 
(Harteg) Dennis (European 
larch canker). 

   ヨーロッパ Phacidiopycnis pseudotsuga (M. 
Wils.) Hahn (Douglas fir 
canker). 

Latania spp 全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Leersia spp. (cutgrass) 
seed only (all other 
Leersia articles are 
included under 
Poaceae ) 

全地域 Xanthomonas campestris pv. 
oryzae (Ishiyama) Dye. 
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Lens spp. seed (lentil) 南アメリカ Uromyces viciae-fabae (Pers.) 
Schroet. (Rust). 

Leptochloa spp. 
(sprangletop) seed only 
(all other Leptochloa 
articles are included 
under Poaceae)  

全地域 Xanthomonas campestris pv. 
oryzae (Ishiyama) Dye. 

Leucanthemella 
serotina  

アンドラ、アルゼンチン、

オーストラリア、ベラルー

シ、ボスニア・ヘルツェゴ

ビナ、ブラジル、ブルネイ、

カナリア諸島、チリ、中国、

コロンビア、クロアチア、

エクアドル、アイスラン

ド、日本、韓国、リヒテン

シュタイン、マケドニア、

マレーシア、メキシコ、モ

ルドバ、モナコ、ニュージ

ーランド、ノルウェー、ペ

ルー、南アフリカ、ロシア、

サン・マリノ、スイス、台

湾、タイ、チュニジア、ウ

クライナ、ウルグアイ、ベ

ネズエラ、ユーゴスラビ

ア、欧州連合(オーストリ

ア、ベルギー、ブルガリア、

キプロス、チェコ共和国、

デンマーク、エストニア、

フィンランド、フランス、

ドイツ、ギリシャ、ハンガ

リー、アイルランド、イタ

リア、ラトビア、リトアニ

ア、ルクセンブルク、マル

タ、オランダ、ポーランド、

ポルトガル、ルーマニア、

スロバキア、スロベニア、

Puccinia horiana P. Henn. (white 
rust of chrysanthemum). 
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スペイン、スウェーデン、

イギリス)および東経90度

から180度の間に一部また

は全領域位置する国、領

土、領地をすべて含む。 

Ligustrum spp. (privet) ヨーロッパ Ligustrum mosaic diseases. 

Livistona spp. (fan 
palm) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Mahoberberis spp. 
(plants of all species and 
horticultural varieties 
not designated as 
resistant to black stem 
rust in accordance with 
§301.38–1 of this 
chapter) 

全地域 Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Mahoberberis spp. 
destined to an 
eradication State listed 
in §301.38–2(a) of this 
chapter (plants of all 
species and 
horticultural varieties 
designated as resistant 
to black stem rust in 
accordance with 
§301.38–1 of this 
chapter) 

全地域 Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Mahoberberis spp. seed 全地域 Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Mahonia spp. (mahonia) 
(plants of all species and 
horticultural varieties 

全地域 Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 
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not designated as 
resistant to black stem 
rust in accordance with 
§301.38–1 of this 
chapter 

Mahonia spp. (mahonia) 
destined to an 
eradication State listed 
in §301.38–2(a) of this 
chapter (plants of all 
species and 
horticultural varieties 
designated as resistant 
to black stem rust in 
accordance with 
§301.38–1 of this 
chapter) 

全地域 Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Mahonia spp. seed 全地域 Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Malus spp. (apple, 
crabapple) not meeting 
the conditions for 
importation in 
§319.37–5(b) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to those listed for 
Malus in §319.37–5(b)(1). 

Mangifera spp. (mango) 
seed only. (Prohibition 
not applicable to seeds 
imported into Guam, 
Hawaii, and the 
Northern Mariana 
Islands) 

フィリピン・ギマラス島、

南北アメリカ大陸(バルバ

ドス、英領バージン諸島、

ドミニカ、仏領ギニア、グ

レナダ島、グアドループ

島、マルティニーク島、セ

ントルシア島、セントビン

セント、グレナディン諸

島、トリニダード島、トバ

ゴ島を除く)を除く全地域 

Sternochetus mangiferae F. 
(mango seed weevil). 

Manihot spp. (cassava) カナダを除く全地域 A diversity of diseases, insects, 
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and other pests including but 
not limited to: Mononychellus 
tanajoa (Bondar) (cassava mite); 
Phenococcus manihotis 
Matile-Ferrero (cassava 
mealybug); Xanthomonas 
manihotis (Arthand-Berthet) 
Starr (Bacterial blight); Cassava 
brown streak virus; Cassava 
latent virus; Cassava African 
mosaic virus; Cassava common 
mosaic virus. 

Mascarena spp 全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Morus spp. (mulberry) インド、 日本、韓国、中

国、 
タイ、旧ソ連領地域 

Mulberry dwarf or mulberry 
mosaic diseases. 

Nannorrhops spp. 
(mazaripalm) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Neodypsis spp. (palm) 全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: lethal 
yellowing disease; 
cadang-cadang disease. 

Nipponanthemum 
nipponicum  

アンドラ、アルゼンチン、

オーストラリア、ベラルー

シ、ボスニア・ヘルツェゴ

ビナ、ブラジル、ブルネイ、

カナリア諸島、チリ、中華

人民共和国、コロンビア、

クロアチア、エクアドル、

アイスランド、日本、大韓

Puccinia horiana P. Henn. (white 
rust of chrysanthemum). 
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民国、リヒテンシュタイ

ン、マケドニア、マレーシ

ア、メキシコ、モルドバ、

モナコ、ニュージーラン

ド、ノルウェー、ペルー、

南アフリカ、ロシア、サ

ン・マリノ、スイス、台湾、

タイ、チュニジア、ウクラ

イナ、ウルグアイ、ベネズ

エラ、ユーゴスラビア、欧

州連合(オーストリア、ベ

ルギー、ブルガリア、キプ

ロス、チェコ共和国、デン

マーク、エストニア、フィ

ンランド、フランス、ドイ

ツ、ギリシャ、ハンガリー、

アイルランド、イタリア、

ラトビア、リトアニア、ル

クセンブルク、マルタ、オ

ランダ、ポーランド、ポル

トガル、ルーマニア、スロ

バキア、スロベニア、スペ

イン、スウェーデン、イギ

リス)および東経90度から

180 度の間に一部または全

領域位置する国、領土、領

地をすべて含む。 

Pelargonium spp. not 
meeting the conditions 
for importation in 
§319.37–5(r) 

全地域 Potato brown rot ( Ralstonia 
solanacearum race 3 biovar 2). 

Pelargonium spp. plants 
not meeting the 
conditions for 
importation in 
§319.37–5(u) 

カナリア諸島(スペイン) Helicoverpa armigera, 
Chrysodeixis chalcites, and 
Syngrapha circumflexa (syn. 
Cornutiplusia circumflexa ). 
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Persea spp. (avocado) 
seed 

中央・南アメリカ、メキシ

コ 

Heilipus lauri Boh. (Avocado 
weevil); Stenoma catenifer Wals. 
(Avocado seed moth); 
Conotrachelus spp. 

Philadelphus spp. (mock 
orange) 

ヨーロッパ Elm mottle virus. 

Phoenix spp. (date) 全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Picea spp. (spruce) ヨーロッパ、  日本、シベ

リア 

Chrysomyxa ledi (Alb. & Schw.) 
d By var. rhododendri (DC) 
Savile. (Rhododendron-spruce 
needle rust). 

   ヨーロッパ. Phacidiopycnis pseudotsuga (M. 
Wils.) Hahn (Douglas fir 
canker). 

Pinus spp. (pine) (2- or 
3-leaved) 

ヨーロッパ、日本 Cronartium flaccidium (Alb. & 
Schw.) Wint. (Rust causing 
serious stunting of hard pines.) 

   日本. Gall-forming rust. 

Plants (except bulbs, 
dormant herbaceous 
perennials, and seeds) 
not meeting the 
conditions for 
importation in 
§319.37–5(v) 

イスラエル Spodoptera littoralis and other 
quarantine pests. 

Poaceae (vegetative 
parts of all grains and 
grasses, except species 
of Bambuseae) 

カナダを除く全地域 A wide diversity of plant 
diseases, including but not 
limited to: banana streak virus, 
barley yellow mosaic virus, 
barley yellow striate mosaic 
virus, brome streak mosaic 
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virus, cereal chlorotic mosaic 
virus, cocksfoot mild mosaic 
virus, corn stunt spiroplasma, 
Cynodon chlorotic streak virus, 
cynosurus mottle virus, 
Echinochloa ragged stunt virus, 
European aster yellows MLO, 
European wheat striate mosaic 
virus, Iranian maize mosaic 
virus, maize bushy stunt MLO, 
maize chlorotic mottle virus, 
maize mosaic virus, maize 
mottle/chlorotic stunt virus, 
maize rough dwarf virus, maize 
streak virus, maize stripe virus, 
northern cereal mosaic virus, oat 
red streak mosaic virus, oat 
sterile dwarf virus, rice dwarf 
virus, rice gall dwarf virus, rice 
tungro virus, rice wilted stunt 
virus, rice yellow mottle virus, 
rice yellow dwarf agent, yellow 
dwarf agent, sugarcane white 
leaf MLO, wheat yellow leaf 
virus, and wheat yellowing 
stripe bacterium. 

Populus spp. (aspen, 
cottonwood, poplar) 

ヨーロッパ Xanthomonas populi Ride 
(Canker). 

Pritchardia spp 全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Prunus spp. (almond, 
apricot, cherry, cherry 
laurel, English laurel, 
nectarine, peach, plum, 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to those listed for 
Prunus in §319.37–5(b)(1). 
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prune) not meeting the 
conditions for 
importation in 
§319.37–5(b) 

Prunus spp. seed only 
(almond, apricot, 
nectarine, peach, plum, 
and prune, but not 
species in subgenus 
Cerasus ) not meeting 
the conditions for 
importation in 
§319.37–5(j) 

全地域 Plum pox (Sharka) virus. 

Pseudolarix spp. (golden 
larch) 

カナダ・ニューブランズウ

ィック州とノバスコシア

州、ヨーロッパ、日本 

Lachnellula willkommii 
(Harteg) Dennis (European 
larch canker). 

Pseudotsuga spp. 
(Douglas fir) 

ヨーロッパ Phacidiopycnis pseudotsuga (M. 
Wils.) Hahn (Douglas fir 
canker). 

Pyrus spp. (pear) not 
meeting the conditions 
for importation in 
§319.37–5(b) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to those listed for 
Pyrus in §319.37–5(b)(1). 

Quercus spp. (oak) 日本 Stereum hiugense Imazeki 
(White rot); a gall-forming rust. 

Ravenea spp. (palm) 全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: lethal 
yellowing disease; 
cadang-cadang disease. 

Ribes spp. (currant, 
gooseberry) 

ヨーロッパ、ニュージーラ

ンド 

Black currant reversion agent. 

Rosa spp. (rose) オーストラリア、ブルガリ

ア、イタリア、ニュージー

ランド 

Rose wilt virus. 



 

120 
 

Rubus spp. not meeting 
the conditions for 
importation in 
§319.37–5(f) 

ヨーロッパ Rubus stunt agent 

Salix spp. (willow) ベルギー、ドイツ、イギリ

ス、 日本、オランダ 

Erwinia salicis (Day) Chester 
(Watermark disease). 

Seeds of all kinds when 
in pulp 

カナダを除く全地域 Fruit flies, or other injurious 
insects. 

Solanum spp. (potato) 
(tuber bearing species 
only—Section 
Tuberarium), including 
potato tubers 

カナダを除く全地域 (ニュ

ーファンランドまたはブ

リティッシュ・コロンビア

州中央サーニッチ地区、ウ

エスト・サーニッチ・ロー

ド東). 

Andean potato latent virus; 
Andean potato mottle virus; 
potato mop top virus; dulcamara 
mottle virus; tomato blackring 
virus; tobacco rattle virus; 
potato virus Y (tobacco veinal 
necrosis strain); potato purple 
top wilt agent; potato marginal 
flavescence agent; potato purple 
top roll agent; potato witches 
broom agent; stolbur agent; 
parastolbur agent; potato leaflet 
stunt agent; potato spindle tuber 
viroid; arracacha virus B; potato 
yellowing virus. 

Solanum spp. true seed 
(tuber bearing species 
only—Section 
Tuberarium) 

カナダを除く全地域、ニュ

ージーランド、 and the X 
region of Chile (that area 
of Chile between 39° and 
44° South latitude—see 
§319.37–5(o)を参照のこ

と) 

Andean potato latent virus, 
potato virus T, tobacco ringspot 
virus (Andean potato calico 
strain); arracacha virus B; 
potato yellowing virus. 

Solanum spp. not 
meeting the conditions 
for importation in 
§319.37–5(r) 

全地域 Potato brown rot ( Ralstonia 
solanacearum race 3 biovar 2). 

Sorbus spp. (mountain チェコ、デンマーク、ドイMountain ash variegation or 



 

121 
 

ash) ツ、スロバキア ringspot mosaic disease. 

Syringa spp. (lilac) not 
meeting the conditions 
for importation in 
§319.37–5(i) 

ヨーロッパ Elm mottle virus. 

Theobroma spp. (cacao) 全地域 A diversity of diseases and pests 
including but not limited to: 
cocoa swollen shoot virus, cocoa 
mottle leaf virus, cocoa yellow 
mosaic virus, cocoa necrosis 
virus, Crinipellis perniciosa 
(Stahel) Singer (witches broom 
fungus), Monilia 
roreri—Moniliophthora rorei 
(CiF.) H.C. Evans et al. (watery 
pod rot), cocoa isolates of 
Ceratocystis fimbriata Ellis and 
Halst (wilts), Trachysphaera 
fructigena Tabor and Bunting 
(mealy pod agents of cushy gall 
disease), Oncobasidum 
theobromae Talbot and Keane 
(vascular streak die-back), 
Xyleborus spp. beetles and 
Acrocercops cramella (Snellen) 
(cocoa moth). 

Trachycarpus spp. 
(windmill palm) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Ulmus spp. (elm) 
(including seeds) 

ヨーロッパ Elm mottle virus. 

Vaccinium spp. plants 
not meeting the 
conditions for 

カナダ Blueberry scorch carlavirus 
(strains BC–1 and BC–2). 
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importation in 
§319.37–5(t) 

Veitchia spp 全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; 
Cadang-cadang disease. 

Vitis spp. (grape) not 
meeting the conditions 
for importation in 
§319.37–5(b) 

全地域 A diversity of diseases including 
but not limited to those specified 
for Vitis in §319.37–5(b)(1). 

Watsonia spp. (bugle 
lily) 

アフリカ Puccinia mccleanii Doidge 
(rust), Uredo gladioli-buettneri 
Bub. (rust), Uromyces gladioli P. 
Henn. (rust), U. nyikensis Syd. 
(rust). 

   アルゼンチン、ウルグアイ U. gladioli P. Henn. (rust). 

Watsonia spp. (bugle 
lily), except bulbs in 
commercial shipments 

アフリカ、ブラジル、フラ

ンス、イタリア、マルタ、

モーリシャス島、ポルトガ

ル  

U. transversalis (Thuem.) Wint. 
(rust). 

Zizania spp. (wild rice) 
seed only (all other 
Zizania articles are 
included under Poaceae) 

カナダを除く全地域 Xanthomonas campestris pv. 
oryzae (Ishiyama) Dye. 

(b)以下に列記するカナダ以外の国外地域からの品目は禁止品目となり、アメリ

カ合衆国への輸入または輸入目的の持込は、本項パラグラフ(c)にて除外を除い

て禁止される。 

(1)ツツジ属全種(ロードデンドロンおよび西洋ツツジ)またはその他の属また

は種の成長の遅いもので、人工的に育成を抑えた植物を除き、319.37-5(q)の条

件に合うもの。 

(i)種子または切り枝より栽培の場合、3年を越すもの。または 

(ii)取り木より栽培した場合、親木から切り離してから 2年を越すもの。また

は 

(iii)芽または接ぎ芽より栽培した場合、芽または継ぎ目から 3年を越す成長し

たもの。 
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(2)元々背の低いまたは小型の木または灌木で、土より上が305ミリメートル(約

12インチ)を越す高さのもの。 

(3)多年生の草(着生植物を除く)で、根頭または寄せ植えの形で輸入し、直径 102

ミリメートル(約 4インチ)を越すもの。 

(4)切枝で葉、根、芽がついておらず、枝分かれがしていないもの(サボテンを

切ったものおよび着生植物を切ったものを除く)で、直径 102ミリメートル(約 4

インチ)を越すか、または高さ 1.83メートル(約 6フィート)を越すもの。また

着生植物の切枝で気根がついている場合もついていない場合も(葉、芽がついて

おらず、枝分かれのないもの) 直径 102ミリメートル(約 4インチ)を越すか、

または高さ 1.83メートル(約 6フィート)を越すもの。 

(5)サボテンを切ったもの(根または枝分かれしていないもの)153ミリメートル

(約 6インチ)または高さ 1.22メートル(約 4フィート)を越すもの。 

(6)(i)植物(茎を切ったもの、サボテンを切ったもの、人工的に育成を抑えた植

物の 319.37-5(q)の条件を満たしたもの、加えてヤシおよびヤシに近い成長過程

をたどる植物は除く)の、土のライン(高取り法栽培の植物は根を張った位置の

一番高い地点)から成長した末端までの高さが 460ミリメートル(約 18インチ)

を越すもので、サボテン、ソテツ、ユッカおよびドラサナを含みまたその他の、

木および灌木に近い成長過程をたどるもの。 

 (ii)ヤシおよびヤシに近い成長過程をたどる植物で、(幹と葉を足した)合計の

高さが 915ミリメートル(約 36インチ)のもの。 

(7)その他の木または灌木で、319.37-5(q)の条件を満たす人口的に成長を押さ

えた植物を除き、上記されなかったもの。および 

(i)種子または切り枝より栽培され、年齢 2年を超えるもの。または  

(ii)取り木栽培の場合、親木より切り離されてから 1年を超えるもの。または 

(iii)芽接ぎまたは接木栽培の場合、芽または接ぎ枝からの成長が 2年を超える

もの。  

(c)本項パラグラフ(a)または(b)で輸入禁止品目とされているものが、アメリカ

合衆国への輸入または輸入目的の持込を許されるのは以下の場合。 

(1)アメリカ農務省が実験または科学的目的で輸入する場合。 

(2) National Plant Germplasm Inspection Station、Building 580, Beltsville 

Agricultural Research Center East, Beltsville, MD 20705または 319.37-14

に記載された連邦植物検査所が輸入した場合。 

(3)農務省発行の許可に準じて品目を輸入し、通関地にて記録された場合。 

(4)農務省発行の許可の条件に従い輸入および、行政官代理よりアメリカ合衆国

への病害虫予防対策(すなわち処置、検査、栽培、発送、処分条件)が十分であ

ると認められたもの。および 

(5)農務省のタグまたはラベルが、品目を収納するコンテナ外部にしっかり添付

されているか、またはコンテナを利用しない場合、品目自体にしっかり添付し、
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また農務省より発行された許可書に記載されたのと同じ、農務省許可番号がタ

グまたはラベルに記載されて輸入する。 

[1980年 5月 13日 法令 45 FR 31585] 

編集注記:  法令 319.37-2関連の Federal Registerについては、印刷版の

Finding Aidsまたは本サイト List of CFR Sections Affectedの項目を参照の

こと。 

 

 

 

（ｄ）ワシントン条約で保護されている植物に関する規定 

 

●公開元ＵＲＬ 

http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/cites_end

angered_plants.shtml 

 

CITES(絶滅の恐れのある野生植物種) 

 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES、ワシント

ン条約)と絶滅のおそれのある種保護法(The Endangered Species Act/ESA) 

 

アメリカ農務省は、ワシントン条約(CITES)および絶滅のおそれのある種保護法

(ESA)が定める、輸出入での植物取引規制執行の義務を持つ。ワシントン条約

(CITES)で取引が規制されている植物の一覧はこちら。絶滅のおそれのある種保

護法(ESA)で取引が規制されている植物の一覧はこちら。 

ワシントン条約(CITES)または絶滅のおそれのある種保護法(ESA)で保護されて

いる植物および植物製品を輸出入取引する者は、農務省法令 7CFR355の規定に

より、農務省発行の有効な保護植物取引許可証(USDA Protected Plant Permit)

取得が求められる。鉢物植物および種の輸入者は、農務省の育苗規制(nursery 

stock regulation)により許可証が必要となる。ワシントン条約(CITES)で規制

されている植物および植物製品がアメリカ合衆国に入国の際は指定の通関地を

利用のこと。 

 

保護植物取引許可証は 70ドルの手数料が求められる。チェックまたは為替にて

植物保護検疫部(PPQ)宛てに支払うこと。 

 

許可証の申し込み 

ワシントン条約(CITES)/ 絶滅のおそれのある種保護法(ESA)で保護されている

植物を輸入取引する者は PPQ申告書 621および PPQ申告書 587を記入のこと。 
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ワシントン条約(CITES)で保護されている植物 

http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml 

植物界 (F L O R A) 植物類 (PLANTS) 

リュウゼツラン科(AGAVACEAE) アガヴェ類(Agaves) 

アガヴェ・パルヴィフロラ

(Agave parviflora) 
    

 
  

  

   

  笹の雪(Agave   

   

 
ノリナ・インテルタラ (Nolina 
interrata) 

  

ヒガンバナ科(AMARYLLIDACEAE) マツユキソウ類、ステルンベルギア類

(Snowdrops, sternbergias) 

  
ガラントゥス類全種 (Galanthus 
spp.) #1 

  

  
ス テ ル ン ベ ル ギ ア 属 全 種

(Sternbergia spp.) #1 
  

キョウチクトウ科 エレファント・トランク類、フーディア(APOCYNACEAE 
Elephant trunks, hoodias) 

  
フーディア属全種(Hoodia spp.) 
#9 

  

  

パキュポディウム属全種(付属書 I
に 揚 げ る 種 を 除 く ) 
(Pachypodium spp.) #1 (Except 
the species included in 
Appendix I) 

  

パキュポディウム・アンポ

ン ゲ ン セ (Pachypodium 
ambongense) 

    

パキュポディウム・パロニ     
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イ(Pachypodium baronii) 

パキュポディウム・デカリ

ュ イ (Pachypodium 
decaryi) 

    

  
イ ン ド ジ ャ ボ ッ ク (Rauvolfia 
serpentina) #2 

  

ウコギ科 チョウセンニンジン(ARALIACEAE Ginseng) 

  

チ ョ ウ セ ン ニ ン ジ ン (Panax 
ginseng) #3(ロシア連邦の物に限

る。その他のものは付属書に含ま

れない) 

  

  
ア メ リ カ ニ ン ジ ン (Panax 
quinquefolius) #3 

  

ナニョウスギ科 チリマツ(ARAUCARIACEAE Monkey-puzzle tree) 

チ リ ‐ マ ツ (Araucaria 
araucana) 

    

メギ科 ハッカクレン類(BERBERIDACEAE May-apple) 

  Podophyllum hexandrum #2   

アナナス科 エアー・プラント類、ブロメリア類(BROMELIACEAE Air plants, 
bromelias) 

  
ティルランドシア・ハルルシイ

(Tillandsia harrisii) #1 
  

  
ティルランドシア・カンミイ

(Tillandsia kammii) #1 
  

  
ティルランドシア・カウトスキュ

イ(Tillandsia kautskyi) #1 
  

  
ティルランドシア・マウリュアナ

(Tillandsia mauryana) #1 
  

  
ティルランドシア・スプレンゲリ

アナ(Tillandsia sprengeliana) #1 
  

  
ティルランドシア・スクレイ

(Tillandsia sucrei) #1 
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ティルランドシア・クセログラフ

ィカ(Tillandsia xerographica) #1 
  

サボテン科 サボテン類(CACTACEAE Cacti) 

  

サボテン科全種 (CACTACEAE 
spp.) 6 #4 (付属書 I にある種、およ

び  コ ノ ハ サ ボ テ ン 属 全 種

(Pereskia spp.)、ペレスキオプシ

ス属(Pereskiopsis spp.)、 クィア

ペン ティア属全 種 (Quiabentia 
spp.)を除く) 

  

牡 丹 属 全 種 (Ariocarpus 
spp.) 

    

兜 丸 (Astrophytum 
asterias) 

    

花籠(Aztekium ritteri)     

精 美 丸 (Coryphantha 
werdermannii) 

    

ディスコカクトゥス属全種

(Discocactus spp.) 
    

リンドサイ (Echinocereus 
ferreirianus ssp. Lindsayi) 

    

エキノケレウス・スクモル

リ イ (Echinocereus 
schmollii) 

    

エ ス コ バ リ ア ・ ミ ニ マ

(Escobaria minima) 
    

エスコバリア・スネエディ

イ(Escobaria sneedii) 
    

白 斜 子 (Mammillaria 
pectinifera) 

    

マンミルラリア・ソリシオ

イ デ ス (Mammillaria 
solisioides) 
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メロカクトゥス・コノイデ

ウ ス (Melocactus 
conoideus) 

    

メロカクトゥス・デイナカ

ン ト ゥ ス (Melocactus 
deinacanthus) 

    

メロカクトゥス・グラウケ

ス ケ ン ス (Melocactus 
glaucescens) 

    

メロカクトゥス・パウキス

ピ ヌ ス (Melocactus 
paucispinus) 

    

帝冠(Obregonia denegrii)     

黄金の帽子 (Pachycereus 
militaris) 

    

ペディオカクトゥス・プラ

デ ュ イ (Pediocactus 
bradyi) 

    

ペディオカクトゥス・クノ

ウ ル ト ニ イ (Pediocactus 
knowltonii) 

    

ペディオカクトゥス・パラ

デ ィ ネ イ (Pediocactus 
paradinei) 

    

ペディオカクトゥス・ペエ

ブレシアヌス(Pediocactus 
peeblesianus) 

    

天狼(Pediocactus sileri)     

ペ レ キ ュ フ ォ ラ 属 全 種

(Pelecyphora spp.) 
    

スクレロカクトゥス・プレ

ヴァイハマトゥス (ssp.)ト
ブ ス キ イ (Sclerocactus 
brevihamatus 
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ssp. Tobuschii) 

スクレロカクトゥス・エレ

ク ト ケ ン ト ル ス

(Sclerocactus 
erectocentrus) 

    

スクレロカクトゥス・グラ

ウ ク ス (Sclerocactus 
glaucus) 

    

スクレロカクトゥス・マリ

ポセンシス (Sclerocactus 
mariposensis) 

    

月 想 曲 (Sclerocactus 
mesae-verdae) 

    

スクレロカクトゥス・ニェ

ン シ ス (Sclerocactus 
nyensis) 

    

スクレロカクトゥス・パｐ

ュ ラ カ ン ト ゥ ス

(Sclerocactus 
papyracanthus) 

    

スクレロカクトゥス・プビ

ス ピ ヌ ス (Sclerocactus 
pubispinus) 

    

スクレロカクトゥス・ウリ

グティアイ (Sclerocactus 
wrightiae) 

    

スクレロカクトゥス属全種

( 菊 水 )(Strombocactus 
spp.) 

    

トゥルビニカルプス属全種

(Turbinicarpus spp.) 
    

ウ ェ ベ ル マ ニ ア 属 全 種

(Uebelmannia spp.) 
    

パタナット科 アジョ(CARYOCARACEAE Ajo) 
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コ ス タ リ カ パ タ ナ ッ ト ノ キ

(Caryocar costaricense) #1 
  

キク科 クス(COMPOSITAE (Asteraceae) Kuth) 

木香(Saussurea costus)     

ベンケイソウ科 ダドレア類(CRASSULACEAE Dudleyas) 

  
ドゥドレイア・ストロニフェラ

(Dudleya stolonifera) 
  

  
ドゥドレイア・トラスキアイ

(Dudleya traskiae) 
  

ヒノキ科 アレルセ、チリヒノキ(CUPRESSACEAE Alerce, cypresses) 

パタゴニアヒバ (Fitzroya 
cupressoides) 

    

チ リ ヒ ノ キ

(Pilgerodendron 
uviferum) 

    

ヘゴ科 木生シダ類(CYATHEACEAE Tree-ferns) 

  
キュアテア属全種(Cyathea spp.) 
#1 

  

ソテツ科 ソテツ類(CYCADACEAE Cycads) 

  
ソ テ ツ 科 全 種 (CYCADACEAE 
spp.) #1 (付属書 I にある種を除く) 

  

チャボソテツ(キュカス・ペ

ドメイ、Cycas beddomei) 
    

タカワラビ科 木生シダ類(DICKSONIACEAE Tree-ferns) 

  
タカワラブ(Cibotium barometz) 
#1 

  

  
ディクソニア属全種 (Dicksonia 
spp.) #1 (米州の種に限る。その他

の種は付属書に含まれない) 
  

ディディエレア科 アリュオーディア類、ディディエレア類(DIDIEREACEAE 
Alluaudias, didiereas) 

  デ ィ デ ィ エ レ ア 科 全 種   
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(DIDIEREACEAE spp.) #1 

ヤマノイモ科 エレファント・フット、ニス(DIOSCOREACEAE Elephant’s foot, 
kniss) 

  
ディオスコレア・デルトイデア

(Dioscorea deltoidea) #1 
  

モウセンゴケ科 ハエトリソウ(DROSERACEAE Venus’ flytrap) 

  
ハ エ ト リ グ サ (Dionaea 
muscipula) #1 

  

トウダイグサ科 トウダイグサ類(EUPHORBIACEAE Spurges) 

  

トウダイグサ属全種 (Euphorbia 
spp.) #1 (付属書 I にあるものを除

き、多肉組織種に限る。エウフォ

ルビア・トリゴナの栽培変種の、

人工的に繁殖された台木に接がれ

た場合、エウフォルビア・ラクテ

アの羽毛扇形または突然変異の人

工的に繁殖させた標本、および

100 個体以上で取引され、かつ人

工的に繁殖させたものであること

が容易に認識できる場合には、エ

ウフォルビア・ミリイの栽培変種

を人工的に繁殖させた標本は、こ

の条約は適用されない) 

  

エウフォルビア・アンボヴ

ェンベンシス (Euphorbia 
ambovombensis) 

    

エウフォルビア・カプサン

テマリエンシス(Euphorbia 
capsaintemariensis) 

    

エウフォルビア・クレメル

シイ (Euphorbia cremersii 
(フォルマ・ヴィリディフォ

リアおよび変種のラコトザ

フュイを含む) 
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エウフォルビア・キュリン

ドリフォリア (Euphorbia 
cylindrifolia) (spp.トゥベフ

ェラ tuberifera を含む) 

    

エウフォルビア・デカリュ

イ (Euphorbia decaryi) 
(vars. アンパニヒュエンシ

ス ampanihyensis, ロビン

ソニイ robinsonii およびス

ピロスティカ spirosticha を

含む) 

    

エウフォルビア・フランコ

イ シ イ (Euphorbia 
francoisii) 

    

エウフォルビア・モラティ

イ (Euphorbia moratii) 
(vars. アントシンギエンシ

ス antsingiensis、ベマラヘ

ンシス bemarahensis およ

びムルティフロラ multiflora
を含む) 

    

エウフォルビア・パルヴィ

キュアトフォラ(Euphorbia 
parvicyathophora) 

    

エウフォルビア・カルツィ

テ ィ コ ラ (Euphorbia 
quartziticola) 

    

エウフォルビア・トゥレア

レ ン シ ス (Euphorbia 
tulearensis) 

    

フォウキエリア科オコティロ類(FOUQUIERIACEAE Ocotillos) 

  
カ ン ポ ウ ギ ョ ク (Fouquieria 
columnaris) #1 

  

フォウキエリア・ファスキ

ク ラ タ (Fouquieria 
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fasciculata) 

フォウキエリア・プルプシ

イ(Fouquieria purpusii) 
    

グネツム科グネツム類(GNETACEAE Gnetums) 

    

グネツム・モ

ン タ ヌ ム

(Gnetum 
montanum) #1 
(ネパール) 

クルミ科ガヴィラン (JUGLANDACEAE Gavilan) 

  
オレオムネア・プテロカルパ

(Oreomunnea pterocarpa) #1 
  

マメ科 アフロルモシア、パナマ・ローズウッド、ブラジリアン・ローズウッ

ド、レッドサンダー (LEGUMINOSAE (Fabaceae) Afrormosia, cristobal, 
rosewood, sandalwood) 

  
ブ ラ ジ ル ボ ク (Caesalpinia 
echinata)#10 

  

ブラジリアン・ローズウッ

ド(Dalbergia nigra) 
    

    

ダ ル ベ ル ギ

ア ・ レ ッ サ

(Dalbergia 
retusa) #5 [グ
アテマラの個

体群に限る] 
ホンジュラス

ローズウッド

(Dalbergia 
stevensonii) 
#5 [グアテマラ

の個体群に限

る] 
ディプテリュ

クス・パナメ

ン シ ス
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(Dipteryx 
panamensis) 
(コスタリカ、

ニカラグア) 

  
ア フ ロ ル モ シ ア (Pericopsis 
elata) #5 

  

  
パ ナ マ ロ ー ズ ウ ッ ド

(Platymiscium pleiostachyum) 
#1 

  

  
レ ッ ド サ ン ダ ー (Pterocarpus 
santalinus) #7 

  

ユリ科 アロエ類 (LILIACEAE Aloes) 

  

アロエ属全種(Aloe spp. #1 (付属

書 I に揚げる種を除く。またアロ

イ・ヴェラ、および付属書に挙げ

られていないアロイ・バルバデン

シスと言及されるものも除く) 

  

ア ロ イ ・ア ル ビ ダ (Aloe 
albida) 

    

雪女王(Aloe albiflora)     

アロイ・アルフレディイ

(Aloe alfredii) 
    

ア ロ イ ・ バ ケ リ (Aloe 
bakeri) 

    

アロイ・ベルラトゥラ(Aloe 
bellatula) 

    

アロイ・カルカイロフィラ

(Aloe calcairophila) 
    

アロイ・コンプレサ (Aloe 
compressa) (変種のパウキ

ト ゥ ベ ル ク ラ タ

( paucituberculata)、ルゴス

カモサ(rugosquamosa)およ

び ス キ ス ト フ ィ ラ
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(schistophila)を含む) 

アロイ・デルフィネンシス

(Aloe delphinensis) 
    

アロイ・デスコイングシイ

(Aloe descoingsii) 
    

アロイ・フラギリス (Aloe 
fragilis) 

    

羽 生 綿 (Aloe 
haworthioides) (変種のア

ウランティアカ(aurantiaca)
を含む) 

    

ア ロ イ ・ヘ レ ナ イ (Aloe 
helenae) 

    

アロイ・ライタ(Aloe laeta) 
( 変種のマニアインシス

(maniaensis)を含む) 
    

アロイ・パラルレリフォリ

ア(Aloe parallelifolia) 
    

ア ロ イ ・パ ル ヴ ラ (Aloe 
parvula) 

    

アロイ・ピルランシイ(Aloe 
pillansii) 

    

アロイ・ポリュフュルラ

(Aloe polyphylla) 
    

ア ロ イ ・ラ ウ ヒ イ (Aloe 
rauhii) 

    

ア ロ イ ・ス ザ ナ イ (Aloe 
suzannae) 

    

アルイ・ヴェルシコロル

(Aloe versicolor) 
    

ア ロ イ ・ヴ ォ シ イ (Aloe 
vossii) 

    

モクレン科 モクレン類 (MAGNOLIACEAE Magnolia) 
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マグノリア・

リリイフェラ

変種オボヴァ

タ (Magnolia 
liliifera var. 
obovata) #1 
(ネパール) 

センダン科 マホガニー類、セドロ (MELIACEAE Mahoganies, Spanish 
cedar) 

    

スパニッシュ

シーダー、セ

ドロ (Cedrela 
odorata) #5 

[(コロンビア)
コロンビアの

個 体 群 に 限

る、(グアテマ

ラ)グアテマラ

の個体群に限

る、 (ペルー )
ペルーの個体

群に限る] 

  
メキスカンマホガニー(Swietenia 
humilis) #1 

  

  
オ オ バ マ ホ ガ ニ ー (Swietenia 
macrophylla) #6 (新亜熱帯地域の

個体群に限る) 
  

  
マ ホ ガ ニ ー (Swietenia 
mahagoni) #5 

  

ウツボカズラ科 ウツボカズラ類 (NEPENTHACEAE Pitcher-plants (Old 
World) 

  
ネペンテス属全種 (Nepenthes 
spp.) #1 (付属書 I に揚げる種を除

く)  
  

ネ ペ ン テ ス ・ カ シ ア ナ     
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(Nepenthes khasiana) 

ネ ペ ン テ ス ・ ラ ヤ

(Nepenthes rajah) 
    

ラン科 ラン類 (ORCHIDACEAE Orchids) 

  
ラ ン 科 全 種 (ORCHIDACEAE 
spp.) 7 #1 (付属書 Iに揚げる種を除

く) 
  

(以下の付属書Iに挙げる全て

の種は、管内で苗木または組

織培養された場合、それが固

形または液状媒体、無菌コン

テナに収め移動した場合、本

条約の規定対象とはならな

い) 

    

アエンランギス・エルリシ

イ(Aerangis ellisii) 
    

デンドロビウム・クルエン

ト ゥ ム (Dendrobium 
cruentum) 

    

ラ イ リ ア ・ ヨ ン ゲ ア ナ

(Laelia jongheana) 
    

ライリア・ロバタ (Laelia 
lobata) 

    

パフィオペディルム属全種

(Paphiopedilum spp.) 
    

ペ リ ス テ リ ア ・ エ ラ タ

(Peristeria elata) 
    

フラグミペディウム属全種

(Phragmipedium spp.) 
    

レナンテラ・インスコオテ

ィ ア ナ (Renanthera 
imschootiana) 

    

ハマウツボ科 ハマウツボ類 (OROBANCHACEAE Broomrape) 
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キスタンケ・デセルティコラ

(Cistanche deserticola) #1 
  

ヤシ科 ヤシ類 (PALMAE (Arecaceae) Palms) 

  
ベカリオフォイニクス・マダガス

カリインシス(Beccariophoenix  
madagascariensis) #1 

  

クリュサリドカルプス・デ

キ ピ エ ン ス

(Chrysalidocarpus 
decipiens) 

    

  
レムロフォイニクス・ハルレウク

シイ(Lemurophoenix halleuxii) 
  

  
マ ロ エ イ ヤ ・ ダ リ ア ニ イ

(Marojejya darianii) 
  

  
ミ エ ミ ツ ヤ ヤ シ (Neodypsis 
decaryi) #1 

  

  
ラ ヴ ェ ネ ア ・ ロ ウ ヴ ェ リ イ

(Ravenea louvelii) 
  

  
ラ ヴ ェ ネ ア ・ レ ヴ ュ ラ リ ス

(Ravenea rivularis) 
  

  
サトラナラ・デクシルヴァイ

(Satranala decussilvae) 
  

  
ヴォアニオアラ・ゲラルディイ

(Voanioala gerardii) 
  

ケシ科 ケシ (PAPAVERACEAE Poppy) 

    

メ コ ノ プ シ

ス ・ レ ギ ア

(Meconopsis 
regia) #1 (ネパ

ール) 

マツ科 グアテマラモミ (PINACEAE Guatemala fir) 

グ ア テ マ ラ モ ミ (Abies 
guatemalensis) 

    



 

139 
 

マキ科 イヌマキ類 (PODOCARPACEAE Podocarps) 

    

イ ン ド マ キ

(Podocarpus 
neriifolius) #1 
(ネパール) 

ア ン デ ス イ ヌ マ キ

(Podocarpus parlatorei) 
    

ス ベ リ ヒ ユ 科  ル イ シ ア 類 、 ス ベ リ ヒ ユ 類 、 パ ー ス レ ー ン 類 

(PORTULACACEAE Lewisias, portulacas, purslanes) 

  
ア ナ カ ン プ セ ロ ス 属 全 種

(Anacampseros spp.) #1 
  

  
アヴォニア属全種(Avonia spp.) 
#1 

  

  
レウィシア・セルラタ (Lewisia 
serrata)#1 

  

サクラソウ科 シクラメン類 (PRIMULACEAE Cyclamens) 

  
シ ク ラメ ン属 全種 (Cyclamen 
spp.) 8 #1 

  

ヤマモガシ科 ヤマモガシ類 (PROTEACEAE Proteas) 

  
ナンアヤマモガシ (Orothamnus 
zeyheri) #1 

  

  
ア フ リ カ ヤ マ モ ガ シ (Protea 
odorata) #1 

  

キンポウゲ科 ゴールデン・スィール類、イエロー・アドニス、イエロー・ル

ート(RANUNCULACEAE Golden seals, yellow adonis, yellow root) 

  
アドニス・ヴェルナリス(Adonis 
vernalis) #2 

  

  
ヒュドラスティス・カナデンシス

(Hydrastis canadensis) #8 
  

バラ科 アフリカン・チェリー、スティンクウッド類 (ROSACEAE African 
cherry, stinkwood) 

  
プルヌス・アフリカナ (Prunus 
africana) #1 
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アカネ科 アユケ (RUBIACEAE Ayugue) 

バルメア・ストルミアイ

(Balmea stormiae) 
    

サラセニア科 サラセニア類 (SARRACENIACEAE Pitcher-plants (New 
World) 

  
ヘイシソウ属全種 (Sarracenia 
spp.) #1 (付属書 I に挙げる種を除

く) 
  

サラケニア・オレオフィラ

(Sarracenia oreophila) 
    

サラケニア・ルブラ (spp.)
アラバメンシス(Sarracenia 
rubra  
ssp. Alabamensis) 

    

サラケニア・ルブラ (spp.)
ヨネシイ(Sarracenia rubra 
ssp. Jonesii) 

    

ゴマノハグサ科 コオウレン (SCROPHULARIACEAE Kutki) 

  

ピ ク ロ リ ザ ・ ク ル ロ オ ア

(Picrorhiza kurrooa) #2 (ピクロ

リザ・スクロフュラリイフロラを

除く) 

  

スタンゲリア科 スタンゲリア属 (STANGERIACEAE Stangerias) 

  
ボ ウ ェ ニ ア 属 全 種 (Bowenia 
spp.) #1 

  

オ オ バ シ ダ ソ テ ツ

(Stangeria) eriopus 
    

イチイ科 ヒマラヤイチイ (TAXACEAE Himalayan yew) 

  
チ ュ ウ ゴ ク イ チ イ (Taxus 
chinensis)およびこの種内に分類

されるもの #2 
  

  
イチイ(Taxus cuspidate)および

この種内に分類されるもの 9 #2 
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タクスス・フアナ(Taxus fauna) 
およびこの種内に分類されるもの 
#2 

  

  
タクスス・スマトラーナ (Taxus 
sumatrana)およびこの種内に分

類されるもの #2 
  

  
インドイチイ ヒマラヤイチイ

(Taxus wallichiana) #2 
  

ジンチョウゲ科 沈香、ラミン (THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) 
Agarwood, ramin) 

  
ア キ ラ リ ア 属 全 種 ( 沈

香)(Aquilaria spp.) #1 
  

  
ゴニュステュルス属全種 (ラミ

ン)(Gonystylus spp.) #1 
  

  
ギ リ ノ プ ス 属 全 種 (Gyrinops 
spp.) #1 

  

スイセンジュ科 スイセンジュ(TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae) 
Tetracentron) 

    

テトラケント

ロン・シネン

セ

(Tetracentron 
sinense) #1 
(ネパール) 

オミナエシ科 カンショウ類 (VALERIANACEAE Himalayan spikenard) 

  
ナルドスタキュス・グランディフ

ロラ(Nardostachys grandiflora) 
#2 

  

ウ ェルウ ィッチ ア科 ウェル ウィッ チア類  (WELWITSCHIACEAE 
Welwitschia) 

  
奇想天外(Welwitschia mirabilis) 
#1 

  

フロリダソテツ科(ザミア科) ソテツ類 (ZAMIACEAE Cycads) 
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フロリダソテツ科(ザミア科)全種

(ZAMIACEAE spp.) #1 (付属書 Iに
挙げる種を除く) 

  

ツ ノ ミ ザ ミ ア 属 全 種

(Ceratozamia spp.) 
    

キグア属全種(Chigua spp.)     

オ ニ ソ テ ツ 属 全 種

(Encephalartos spp.) 
    

ミクロキュカス・カロコマ

(Microcycas calocoma) 
    

ショウガ科 シュクシャ類 (ZINGIBERACEAE Ginger lily) 

  
ヘビュキウム・フィリピネンセ

(Hedychium philippinense) #1 
  

ハマビシ科 ユソウボク (ZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitae) 

    

グアヤクウッ

ド (Bulnesia 
sarmi カス・

カ ロ コ マ

entoi))#11 
(アルゼンチ

ン) 

  
ユソ ウボク種全 種 (Guaiacum 
spp.) #2 

  

 
 
 
（５）米国農務省が公開するその他植物輸入関連情報 
 
（ａ）植物衛星許可ホームページに関する情報 

●公開元ＵＲＬ 
http://www.aphis.usda.gov/permits/ppq_epermits.shtml 

 

植物衛生許可ホームページ 
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動植物調査局(APHIS)は eGovernmentイニシアチブ義務の一環として、ePermits

システムを展開し、許可、証明書およびその他規制で必要となる照合の発行を、

アメリカ農務省(USDA)利用者および、ビジネスパートナーにネット上でも提供

している。ePermitsはインターネット上のツールで、ユーザーは許可申し込み、

期限切れ通知受け取り、および更新オプションへアクセスできる。ユーザーが

ePermitsにアクセスするには、eAuthenticationアカウント取得が必要となる。

しかし eAuth idとパスワード取得後は、連邦政府が提供する全てのオンライン

サービスの、公証サービスが一手に利用できるようになる。 

 

動植物調査局(APHIS)は引き続き、直接手続きとオンラインの ePermits システ

ム両方をユーザーに提供する。 

 

・オンライン ePermitsシステムで取得可能な許可 

 

オンラインで申し込む 

 

PPQ 525: 土壌受け取りの許可申し込み 

PPQ 526: 生きた植物病害虫、生物抑制、または有害雑草の移動許可申し込み 

PPQ 546: 搬入後検疫合意 

PPQ 585: 木材または木材製品輸入許可申し込み 

PPQ 586: 植物および／または植物製品のアメリカ合衆国内通過許可申し込み 

PPQ 587: 植物または植物製品輸入許可申し込み 

PPQ 588: 禁止植物または植物製品の実験目的輸入許可申し込み 

PPQ 621: 保護された陸生植物または植物製品の輸入、輸出または再輸出取引

に従事するための保護植物許可申し込み 

 

・以下にリストされたオプションをクリックして、申込書(pdf)を印刷し郵便に

て送る。 

 

PPQ 525: 土壌受け取りの許可申し込み 

(http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/forms/ppqfor

m525a.pdf) 

PPQ 526: 生きた植物病害虫、生物抑制、または有害雑草の移動許可申し込み 

(http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/forms/ppqfor

m526.pdf) 

PPQ 546: 搬入後検疫合意 

(http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/forms/ppqfor
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m546.pdf) 

PPQ 585: 木材または木材製品輸入許可申し込み 

(http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/forms/ppqFor

m585.pdf) 

PPQ 586: 植物および／または植物製品のアメリカ合衆国内通過許可申し込み 

(http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/forms/ppqfor

m586.pdf) 

PPQ 587: 植物または植物製品輸入許可申し込み 

(http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/forms/ppqfor

m587.pdf) 

PPQ 588: 禁止植物または植物製品の実験目的輸入許可申し込み 

(http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/forms/ppqfor

m588.pdf) 

PPQ 621: 保護された陸生植物または植物製品の輸入、輸出または再輸出取引

に従事するための保護植物許可申し込み 

（ http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/forms/ppqfo

rm621.pdf） 

 

 

 

（ｂ）規則改正要望提出に関する条件 

 

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&rgn=div5&view=tex

t&node=7:5.1.1.1.6&idno=7#7:5.1.1.1.6.1.29.1 

 

319.5 7 CFR part 319の規制改正要望提出の際の条件 

 

(a)定義 

商品 植物、植物製品、またはその他農産物の取引またはその他目的のために

送り出されたもの。 

(b)要望および補足情報提出の手順 本項で定められた輸入規定改正の要望を

出す者、および本項で輸入を禁止された植物、植物の一部、または植物製品の

輸入を希望する者は、動植物調査局(APHIS)へ要望を提出し、新規商品がアメリ

カ合衆国へ安全に輸入可能かを動植物調査局(APHIS)が検討できるようにする。

最初の要請は公式(例、書面)または非公式（例、アメリカ合衆国と他国の二者

討議の場で要望を出す）、また誰でもすることができる。その要請に応じるの

に本項規制改正が必要と動植物調査局(APHIS)より連絡があった場合、品目の原

産国植物保護組織は動植物調査局(APHIS)に本項パラグラフ(d)に記載された情
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報を、動植物調査局(APHIS)が要請検討に入る前に提出する。適時に情報提出の

ない要請は不完全とみなされ、必要な情報がすべて提出されるまで動植物調査

局(APHIS)は検討を一時保留とする。 

(c)住所 品目の原産国植物保護組織は、本項パラグラフ(d)に定められた情報

を以下まで提出のこと。Commodity Imports Analysis and Operations, PPQ, 

APHIS, 4700 River Road Unit 140, Riverdale, MD 20737. 

(d)情報 動植物調査局(APHIS)が法令 319 の規制変更要望を検討するために、

以下の情報を動植物調査局(APHIS)に提出のこと。 

(1)要望提出者に関する情報 品目が輸出される国の政府植物保護組織の住所、

電話番号、ファックス番号、メールアドレス。または要望が数カ国・地域にま

たがる場合、輸出される国・地域の政府植物保護組織の住所、電話番号、ファ

ックス番号、メールアドレス。 

(2)アメリカ合衆国への輸入を希望する商品に関する情報  

(i)輸出国でその植物、植物の一部、または植物資材が生産される地域(数箇所

の場合はすべて場所)の説明および／またはその場所の詳細な地図。 

(ii)品目の学名（属、種、命名者などを含む）、異名および分類学による商品の

分類。 

(iii)アメリカ合衆国へ輸入を希望する、植物または植物部分(果実、葉、根、

植物全体等)、および付属するすべての植物部分。 

(iv)輸入商品の希望する使用目的(例、繁殖、消費、製粉、装飾、加工等)。お

よび 

(v)一年のうち品目が生産、収穫、輸出される月。 

(3)発送に関する情報  

(i)計画する輸入予定量、重さ／ボリュームの詳細な情報。数品目にわたる場合

は、品目ごとの内訳を記載する。また、 

(ii)国際貿易における発送方法および、梱包する箱やコンテナの種類、大きさ、

および容積を含む輸送手段。 

(4)品目に関連のある病害虫および病気の説明 1  

(i)学名（属、種、命名者などを含む）、異名および分類学による節足動物、菌

類、バクテリア、線虫、ウイルス、ウイロイド、軟体動物、フィトプラズマ、

spiroplasmasなど植物にダメージを与えるものの分類。 

1 既にアメリカ合衆国への輸入を認可されている商品の、輸入条件の変更を求め

る場合、改訂版または提出済みの病害虫および病気情報の確認の方が、その情

報を新たに一新し提出するよりも、適切な場合がある。このような変更を希望

する者は、動植物調査局(APHIS)に連絡し、該当のケースは更新が適切か指示を

仰ぐこと。 

(ii)それぞれの病害虫に被害を受ける植物の部位、それぞれの植物部位が被害

を受ける時期の病害虫のライフステージ、および病害虫の附着部分（品目の内
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部、外部、または付着するのか）。加えて 

(iii)参考文献 

(5)現在のリスク緩和または管理計画  

(i)品目生産の病害虫リスク緩和、防除プログラムを含む、作物、園芸管理手段

のあらまし。および 

(ii)病害虫管理および防除責任者の所在。 

(e)追加情報 本パラグラフに列記する追加情報は、本項パラグラフ(a)から(d)

までに記された必須の情報と同時に提出する必要はない。追加情報は動植物調

査局(APHIS)より要請があった場合に必要となる。動植物調査局(APHIS)が病害

虫リスク査定の国際スタンダードに基づき、病害虫リスク査定を履行するのに、

追加情報が必要と判断した場合、要望提出者に書面にて具体的に必要となる追

加情報を連絡する。もしこの情報が提出されず、その他の資料からも動植物調

査局(APHIS)が確認できない場合、要望は不完全なものとみなされ、必要な情報

がすべて提出されるまで動植物調査局(APHIS)は一時保留とする。追加情報は、

以下の 1またはそれ以上のタイプの情報を指す。 

(1)連絡先の情報： 作物生産、昆虫学、植物病理学、およびその他希望する商

品の輸入時必要となる特徴に、最も詳しい現地専門家(例、大学教師、研究者、

農業相談員)の住所、電話番号、ファックス番号および／またはメールアドレス。 

(2)商品に関する追加情報：  

(i)英語および輸出国現地語(複数ある場合はすべての)の通名。 

(ii)商品の栽培変種、別種、または分類群。 

(iii)作物が十分に生長し収穫する時期、および収穫方向。 

(iv)作物が証明を受けた種子または苗木から栽培されたかどうかの証明。該当

の場合に限る。 

(v)証明を受けた種子または親株から栽培された場合、親株または種子の原産地

（国、地域）。 

(iv)植物、植物部分、または植物資材全体のカラー写真。 

(3)商品が栽培される地域に関する情報：  

(i)生産地特有の病害虫または病気。 

(ii)生産地域、無病害虫地区等の地図。 

(iii)生産地が商品を栽培した期間。 

(iv)生産地域の栽培状況（生産地が広がっているか、面積は一定しているか）。

また 

(v)栽培地域の環境および天候の説明。 

(4)収穫後の運輸および処理に関する情報： 

(i)収穫後の処置方法に関する詳細な説明。および、 

(ii)商品の栽培地から処置へ、そして輸出港へ(例、運搬方法、コンテナ、運搬

ルート、特に様々な病害虫リスクのある地域を通る場合)の移動についての説明。 
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(5)発送方法： 

(i)商品運搬に使用する箱およびコンテナの写真。および、 

(ii)輸出および輸入港の名前および、輸出および輸入発送予定月(季節)、該当

の場合は、途中の寄港地および寄港地での時間も含める。 

(6)輸入予定商品に関連する、すべての病害虫および病気の追加説明： 

(i)英語および輸出国現地語(複数ある場合はすべての)の通名。 

(ii)国内の病害虫の地理的分布状況、病害虫が検疫対象か、分布状況を把握し

ているか。 

(iii)発生の時期(例、花が終わった直後に実り始めの果実につく)および、時間

を経た(例、作物のさまざまなフェノロジー段階および／または、年間を通した

時期)病害虫発生率(例、荒らされた植物または、荒らされた果実の割合)。 

(iv)国内のその病害虫に関連した損益。 

(v)病害虫生態学、または病気の病因、または疫学。および 

(vi)上記情報の裏づけとなる文献のコピー。 

(7)現在のリスク緩和または管理方法  

(i)収穫前の病害虫管理策(対象となる病害虫、処理法(例、殺虫剤)の説明、ま

たはその他の駆除方法)、およびその病害虫対策およびその他駆除方法の効果の

証明。 

(ii)収穫後の病害虫駆除の処理方法の効果。 

(iii)間引きの割合および、商品から病害虫除去のための間引きの効果。および、 

(iv)品質管理活動の説明、効果、および実施状況監査の効果。 

(8)記録状況：関連する病害虫リスク分析、環境アセスメント、生物アセスメン

ト、および経済情報と分析。 

(f)追加案内の入手 本パートにある、輸入規制改正要望手続きに関する情報は、

APHISウェブサイトにて参照できる。 

http://www.aphis.usda.gov/ppq/pra/.  

(行政管理予算局コントロール番号 0579-0261) 

[2006年 5月 30日法令 71 FR 30567] 

 
２ 主要な地域による商慣行 
 

 アメリカの花き取引において日本と大きく異なるのは卸売市場を介さずに

流通しているという点である。卸業者が個別に国内産地と海外から花を仕入れ

る花き卸ビジネスモデルのなかで、非常にオープンなマーケットが形成されて

おり、海外サプライヤーとも簡単に取引を開始ができる環境にある。その一方

で、クレームに対してはシビアであり、輸入検査で不合格になった商品につい

ては品質低下をもたらすくん蒸処理を受け入れず全て受け入れ拒否をするこ

とが慣習となっている。また、少しでも品質に問題があれば受け入れ側は必ず
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クレームを出し返品となるため、国内外のサプライヤーは品質管理には細心の

注意が要求される。支払サイトは 60 日が基本であるが、一部の卸ではもう少

し早い支払いを売りにしている業者も見受けられる。これらの商慣行には地域

性はなく、誰でもサプライヤーになれる代わりに品質に対する要求が厳しく、

支払いサイトも他の諸国よりも長いのが特徴である。 

 

３ 主要な地域への輸送方法 
 

 基本的に前述のハブ空港周辺都市に輸入業者が立地し、そこから近隣地域に

は陸送、遠隔地にはエア転送を図る流通形態をとっている。代表的なハブ空港

としては、マイアミ、ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルスがあげられ、それ

ぞれの立地に近隣する商圏を中心に取引、輸送されている。 
 
４ 主要な地域における関税、手数料 

 
 アメリカ税関当局が定める関税は、バラなどの切花が６．８％、洋ラン切花

が６．４％の輸入関税が課せられることとなっている。なお、葉物は関税の課

税対象となっておらず、葉物の生産国であるイタリアやイスラエルはこの恩恵

を受けている。、 
  
 
５ 輸出から小売店等までの各段階における手続と各々の所要日数 

 
 生産国からアメリカへの輸出にかかる日数はそれぞれの国による物流事情に

より大きく異なるが、たとえば日本からの輸出ではセリ日に入荷した商品をパ

ッキングして当日の夕方もしくは翌日朝に空港に搬入すればセリ日翌日のフラ

イトに積載が可能である。アメリカへの輸出に際しては、産地側での検疫証明

書は求められていないため（一部制限品を除く）、輸出側のスケジュールは計

画的に組むことができる。 
 日本からアメリカ向けフライトは約１０時間（西海岸）～１２時間（東海岸）

であり、フライトスケジュールの関係で現地到着の翌日の早朝に通関が行われ、

朝の卸業者の開店時間には店頭に並ぶことになる。日付変更線を越えるためフ

ライト自体は同日着となるが、たとえば月曜日のセリで調達した花が実際に現

地の輸入業者の店頭に並ぶのは、日本時間の水曜日の夜になるため、産地から

の出荷後４日～５日は管式の状態で輸送されることになる。 
 さらに、地方都市に転送が必要な場合はプラス１日～２日を要するため、最

終的に地方の小売店舗に商品が到着するまでには産地からの出荷後５日～６日

を要することとなる。なお、これはケニア等のアフリカ諸国の産地から日本の
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小売店舗に到着するまでに要する日数と比べると３日～４日程度短い。 
 
 
６ ＦＴＤおよび通信販売を行う団体について 
 

 アメリカには世界ネットワークをもつ老舗 FTD をはじめとする通信販売団体

がいくつかあるが、近年ではフリーダイヤルやインターネット販売を展開する

新しい通信販売団体が伸びてきており、FTD はこれら新興勢力におされぎみで

ある。 
 実際、本調査で訪問した様々な業態の業者で実態をヒアリング調査した結果、

通信販売で花を買う消費者は花に対する関心が低く、めったに花を贈らない顧

客がほとんどであり、リピーターになりうる顧客は必ず小売店に出向いて注文

をするとのことであった。また、商品クレームも数多く発生するため、FTD 加

盟店同士で信頼しないケースも多く、FTD 加盟店の中には遠隔地へのギフト発

送の受注があった場合は個人的に信頼できる遠隔地の小売店に FTD のネットワ

ークを通さず依頼を行うことも日常的に行われている。 
 このように否定的な意見を業界内では数多く聞くものの、決まった価格帯と

決まった商品仕様の商品がいつでも注文できるため、コンビニ感覚で花を送れ

るファンクションとして根強い地位を確立しているのも事実であり、今後も通

信販売は成長していくだろうという見方をする業界関係者が多い。以下に FTD
が現在販売している商品とその価格帯を掲載する。 
 
（１）ＦＴＤの概要 
 
住所： 
3113 Woodcreek Drive 
Downers Grove, IL 
60515 
電話： 
1-800-736-3383 
販売ウェブサイト： 
http://www.ftdi.com/  
 
取扱高： 
2007 年 6 月 30 日締めでの 1 年度における総収入: $613,012,000 
 
従業員： 
約 1,000 人 



 

150 
 

 
FTD Group, Inc. とは、消費者へ直接販売を行う FTD.COM およびに自社や

Interflora 社の加盟店へのコンピュータサービス、ソフトウェア、切花の販売等

を行う FTD Inc.から成り立っている。Florists' Transworld Delivery の頭文字から

FTD と命名し、Floral Wire Service（花の電信サービス）、小売り、卸を行ってい

るイリノイ州 Downers Grove に本社のある企業である。1910 年に 15 件の地元の

花屋の共同組合 Florists' Telegraph Delivery として誕生し、名前の通り、加盟店同

士電報で注文を割りふり、注文を受けたその日の内に贈り先へ最も近い花屋か

ら配達されるというシステムが適用された。  
1965 年から、サービスを海外にも広げたことにより現在の社名、Florists' 
Transworld Delivery に変更された。 
 
FTD は、消費者認知度 96％を誇り、加盟店数は北米だけでも 2 万店を超え、日

本を含む世界 154 ヵ国、5 万店もの加盟店を持っている。 
 
会員（加盟店）は、下記のようなメリットがある： 
-画像やロゴのダウンロード 
-花器の販売 
-販売促進アイテムの販売や無料配布 
-FTD Flower Exchange  http://www.ftdflowerexchange.com  生産者直送の切花販

売 
- FTD Cash-Flo™ Program というクレジットカードプログラム 
-FTD® Mercury Technology と呼ばれる、花小売業界における注文やメッセージ通

達を電信で行う電子ネットワークの販売 
-Flowers All Hours 24 時間対応の注文用電話オペレーター 
-ブライダル雑誌 Modern Bride http://www.brides.com/modernbride/ や新聞に折り

込まれるフリーペーパーPARADE  http://www.parade.com/ などへの広告掲載が

可能 
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■FTD の取扱商品 

The FTD® 

Abundant Rose™ 

Bouquet 

D13-3250 

US 101.99  

The FTD® Garden 

of Grace™ Planter 

C27-4047 

US 102.99  

The FTD® Star 

Gazer Bouquet 

C17-3061 

US 98.99  

The FTD® Lilies 

and More ™ 

Bouquet 

C7-3502 

US 112.99  

    

 

The FTD® Honor 

Roll™ Bouquet 

D7-3756 

US 76.99  

The FTD® Daylight 

™ Bouquet 

B26-3466 

US 171.99  

The FTD® Crimson 

& White™ Standing 

Spray 

S27-3808 

US 136.99  

The FTD® Glory Be 

™ Arrangement 

S29-3550 

US 95.99  

    

 

The FTD® Salute to 

a Patriot ™ 

Bouquet 

S29-3551 

US 89.99  

The FTD® Light In 

Your Honor™ 

Arrangement 

S19-3155 

US 164.99  

The FTD® Eternal 

Rest™ Heart 

Wreath 

S8-3142 

US 176.99  

The FTD® Quiet 

Tribute™ Standing 

Spray 

S19-3156 

US 222.99  
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（２）1-800Flowers の概要 
 

住所： 
One Old Country Road、Suite 500 
Carle Place, NY 11514 
(516) 237-6000 
http://www.1800flowers.com/ 

 
取扱高： 
2006 年 7 月 2 日締めの 1 年度のグループ総収入: $781,741,000 
2006 年 7 月 2 日締めの 1 年度の 1-800-flowers のみの総収入: $451,619,000 
 
 
1-800-FLOWERS.COM とは、ニューヨーク州ロングアイランド Carle Place に本拠地を置

く、主に花、そしてお祝いやお悔やみの際に贈る菓子、果物などを含むギフトの小売、流

通を行っている企業である。創業 1976 年、1-800 のフリーダイアルおよびにインターネッ

トを使った消費者直販の流通業者の草分け的存在である。「Flowers」とあるのは、米国で

は日本語のようにごろ合わせでなく、ダイアルに 3～4 つのアルファベットがふってあり、

文字で示される数字をダイアルするとつながるようになっている。「Flowers」の場合は、

「3569377」となる。 
米国大手電話会社の AT&T、インターネットプロバイダの AOL などを介し、テレビコマー

シャル戦略やネットでの販売に成功し、シェアを拡大させた。 
近年ではギフトショップや小売店を買収しつつ勢力をつけ、BloomNet により小売店への花

の電信サービス、花器の販売も行っている。また、2007 年からはマーサ・スチュワート女

史との共同で、マーサ・スチュワート女史がプロデュースしたフラワーアレンジメントの

販売も行っている。 
 
 
 

■1-800Flowers の取扱商品 

 

1-800-FLOWERS? Elegant 

 

1-800-FLOWERS? Fields Of 
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Wishes? 

$ 49.99 - $ 69.99  

 

Europe For Spring 

$ 39.99  

 

 

1-800-FLOWERS? Timeless 

Tulips? 

$ 49.99  

 

 

1-800-FLOWERS? Birthday 

Flower Cake? 

$ 39.99  

 

 

1-800-FLOWERS? It̀ s All 

About You? 

$ 49.99  

 

 

1-800-FLOWERS? A Special 

Birthday Wish? 

$ 44.99 - $ 64.99  

 

 

1-800-FLOWERS? It̀ s Your 

Lucky Day Bouquet? 

$ 39.99  

 

 

1-800-FLOWERS? It̀ s Your 

Day Bouquet? 

$ 29.99 - $ 39.99  
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1-800-FLOWERS? 

Sentimental Surprise? 

$ 44.99 - $ 54.99  

 

 

1-800-FLOWERS? Cupcake in 

Bloom? 

$ 24.99  

 

 

1-800-FLOWERS? Magical 

Moonlight? 

$ 39.99 - $ 69.99  

SALE $ 29.99 - $ 59.99  

 

 

 

Double Touch of Elegance? 

Two Dozen Roses 

$ 119.99  

 

 

1-800-FLOWERS? Tulip 

Bouquet- 30 Stems 

$ 39.99 - $ 53.98  

SALE $ 29.99 - $ 43.98  

 

1-800-FLOWERS? Garden 

Pathway? 

$ 49.99  
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1-800-FLOWERS? Tulip 

Bouquet - 15 Stems 

$ 29.99 - $ 39.99  

SALE $ 19.99 - $ 29.99  

 

Rose & Calla Lily 

$ 49.99 - $ 59.99  

 

Yellow Tulip and Purple Iris 

Bouquet 

$ 39.99 - $ 53.98  

SALE $ 29.99 - $ 43.98  

 

1-800-FLOWERS? Ultimate 

Birthday Bundle? 

$ 79.99  

 

 

Blooming Love? 12 Premium 

Red Roses in Red Vase 

$ 64.99  

 

 

Multicolored Roses - 30 Stems 

$ 29.99 - $ 39.99  
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1-800-FLOWERS? French 

Countryside? 

$ 79.99  

 

 

1-800-FLOWERS? Strawberry 

Floral Margarita? 

$ 69.99  

 

 

1-800-FLOWERS? Lotsa 

Love? Happy Birthday 

$ 49.99  

 

 

1-800-FLOWERS? Fields of 

Ecuador 

$ 59.99 - $ 72.98  

 

1-800-FLOWERS? Exotic 

Breeze? Orchids 

$ 39.99 - $ 59.99  

SALE $ 29.99 - $ 49.99  

 

1-800-FLOWERS? Bucket of 

Birthday Wishes? 

$ 39.99  
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1-800-FLOWERS? Love`s 

First Bloom? 

$ 59.99  

 

 

Pink & Yellow Lily Bouquet 

$ 29.99 - $ 39.99  

 

Spring Daisy Basket 

$ 29.99 - $ 44.99  

 

 

1-800-FLOWERS? Victorian 

Splendor? 

$ 74.99  

 

 

1-800-FLOWERS? Orchid 

Embrace? 

$ 69.99  

 

 

1-800-FLOWERS? Wish Big? 

Bouquet 

$ 54.99 - $ 58.98  
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Rose and Lilies in Lenox? 

Crystal Vase 

$ 129.99  

 

 

Pink Perfection? 

$ 54.99 - $ 64.99  

 

1-800-FLOWERS? Simple 

Thanks? 

$ 24.99  

 

 

1-800-FLOWERS? Garden 

Treasures? Bouquet 

$ 39.99  

 

 

Spring Tulips 

$ 29.99  

 

1-800-FLOWERS? Key To My 

Heart? 

$ 69.99  
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March`s Rose 

$ 49.99 - $ 59.99  

 

1-800-FLOWERS? Sorbet 

Bouquet? 

$ 59.99  
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７．現地主要団体・企業の連絡先一覧 
 
■業界団体 
Society of American Florists 
1601 Duke Street  
Alexandria 
Virginia  22314   
Tel: 800-3364743 
Fax: 703-8368705   
 
■小売店 
American Harvest Flowers 
1700 S. Catalina Ave.         
Redondo Beach, CA 90277         
310-316-3999 
 
A New Leaf 
1818 North Wells Street, 
Chicago, IL 60614 
email: info@anewleafchicago.com 
Tel: 312-642-8553 
 
Miho Kosuda Ltd 
310 E. 44th St., 
New York, NY  
Tel: 212-922-9122 
 
Kehoe Designs 
2108 W. Walnut Street, Chicago, 60612 
Tel; 312-421-0030  
http://www.kehoedesigns.com/ 
 
Takashimaya ニューヨーク店 
693 Fifth Avenue 
New York NY 10022 
http://www.takashimaya-ny.com/ 
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■通信販売団体 
1-800 Flower 
One Old Country Road,Suite 500 
Carle Place, NY 11514 
(516) 237-6000 
http://www.1800flowers.com/ 
 
 
FTD Group 
3113 Woodcreek Drive 
Downers Grove, IL 
60515 
1-800-736-3383 
http://www.ftdi.com/  
 
 
■空港保税施設 
SBA Consolidators, Inc. 
175-52  148th Road, Jamaica, NY 11434 
Toll-free: 866-753-2249 / Tel. 718-995-3850 / Fax 718-244-6631 
 
■卸 
AMC Floral International Inc 
880 Estes Avenue, 
Elk Grove, IL 60007 
Tel: 847-734-8660 
 
Associated Cut Flowers Inc 
131-133 West 28th Street, 
New York, NY, 10001   
tel:212-695-6100 
 
Bill Doran 
Manager-Bill Doran Chicago 
Tel: 312-666-0164 
Fax: 312-666-1567 
 
Dutch Flower Line 
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148 W 28TH St 
New York, NY 10001  
Tel:(212) 727-8600 
 
Fischer & Page 
134 West 28th Street, 
New York NY 10001 
Tel:212-645-4106 
 
Kennicott Brothers 
1638 West Hubbard Street 
Chicago, IL   
Tel:60622-6723 
 
Los Angeles Flower District（花市場・多数の卸業者が入居） 
766 Wall Street, Los Angeles, California 
http://www.laflowerdistrict.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


