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Ⅰ．輸入関係制度の概要 

  (韓国) 
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１．輸入管理制度 

（１）貿易管理制度の概要 

  ・貿易とは互いに異なる国家間での物品の移動によって成り立つ取引活動を意味し、このような

貿易取引に対して、ほぼ全ての国家では一定の規制と調整をしている。韓国でも各種法規お

よび制度により持続的な輸出の増大と輸入を合理的に調整するために支援と統制をしており、

これを貿易管理という。 

 

・ 貿易管理法規 

関係法 内容 

－対外貿易法（輸出入総括） 
－輸出入取引形態：特定取引形態の輸出入認定 
－輸出入品目：輸出入承認（行政機関等で承認） 

- 外国為替取引法（輸出入代金決済） 
－外国為替銀行の確認または申告事項 
－韓国銀行総裁または財政経済部長官の許可事項 

－関係法（物品の移動） 
－輸出入通関手続き 
－関税の賦課および徴収 

 

①関税法上での輸入の定義 

・ 輸入の概念 

 －売買、交換、賃貸借、使用貸借、贈与等を原因とする外国から国内への物品の移動と有償

で外国から外国へ物品を引継ぐことで、産業資源部長官が定め、告示する基準に該当する

ものと、居住者が被居住者から電子的形態の無体物を情報通信網を通して伝送、その他産

業資源部長官が定め、告示する方法により引き渡すことをいう。 

 －産業資源部長官が定め、告示する基準に該当する輸入取引：仲介貿易、外国引継ぎ輸入、

外国引渡し輸出、無為替輸出入。 

 

 －電子的形態の無体物とは、符号・文字・音声・音響・イメージ・映像等をデジタル方式で

製作したり、処理した資料または、情報等で、次のようなものをいう。 

① 映像物（映画、ゲーム、アニメーション、漫画、キャラクターを含む） 

② 音響・音声物 

③ 電子書籍 

④ データベース 
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② 外国為替取引法上の輸入 

・ 国内企業等居住者が物品を輸入し、同輸入代金を決済する際には、原則的に決済方式と決済

期間等に関係なく、いかなる制限もないが、本支社間取引等、特別な輸入取引に限っては、

事前に韓国銀行に申告するものとする。 
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<申告対象輸入取引> 

・ 次の各号に該当する方法により輸入代金を支払おうとする者は、韓国銀行総裁に申告をしな

ければならない。 

 －契約件当り米ドル２万ドルを超過する輸入代金を、見積り書類または物品の領収前に１年

を超過して送金方式で支払う場合（事前送金方式輸入）。 

 －契約件当り米ドル５万ドルを超過する未加工材輸出目的で金を輸入する場合で、輸入代金

を物品の領収日から30日を超過して支払ったり、内需用で、30日を超過して延払い輸入し

た金を未加工材輸出しようとする場合。 

 

③ 輸出品目管理体系 

・ 韓国において輸出品目の管理体系は、対外貿易法に基づく“輸出入公告”、“輸出入公告別

途公告”と“食品衛生法”、“薬事法”、“植物防疫法”等57個による制限内容を統合して

規制する統合公告下に施行令、各告示、告示によって管理されている。 

< 輸出入品目管理体系 >  

  
法令   対外貿易法 

  
個別法 

                      
施行令   同法施行令               

        
      

        
          

    
告示   対外貿易管理規定   輸出入公告 

      
  統合公告 

                    
            輸出公告別途公告     

  

（２）輸出入公告に基づく輸入制限 

① 概要 

対外貿易法第14条の規定による「輸出入公告」は、物品の輸入制限に関する事項と、これ

による推薦・確認などに関する事項を規定した輸出入品目管理のための基本原則を定めてい

る。そして、輸出入公告と統合公告は相互独立しているため、輸出入公告で自動承認品目で

あっても、統合公告で輸出入が制限されている場合、これを排除することはできない。すな

わち両公告体系による制度内容を同時に満たさなければならない。 
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② 品目管理の原則 

ア 韓国はGATTに加盟するとともに、1967年７月25日から輸出入品目の管理体系をPositive 

List SystemからNegative List Systemに変更した。従って品目別に輸出入を禁止、ま

たは制限しなければ自由に輸出入することができる。 

○禁止品目（Prohibited Item） 

→具体的な禁止文言がある品目、制限を満たす条件を定めていない品目、実質的に禁止品 

目。 

○制限承認品目（Restricted Approval Item） 

→推薦、承認、許可、型式承認、申告など一定の条件を備えれば輸出入が可能な品目。 

イ 輸出入対象品目 

 輸出入公告、統合公告などで、輸出入承認対象品目は新品および中古品である 

ウ 輸出入推薦の有効期間 

 輸出入推薦などの有効期間は、推薦を受けた日から１年以内であり、同期間内に推薦

を受けたとおり輸出入を履行しなければならない。 

エ 輸入制限品目 

輸出入公告総則第５条（輸入制限品目）には、別表１(省略)に掲載されている品目別

輸入要領に従い輸入承認を受けるようになっている。しかし、最新改正された輸出入公

告総則には、輸入制限品目であっても輸入承認できるようにした。輸出入公告総則第５

条 全文 

第５条（輸入制限品目）①外貨獲得用原料および外貨獲得用清貧輸入の場合には輸入制

限品目であっても別途の制限なく輸入承認することができる。 

②次の各号の１に該当する場合には産業資源部長官が別途に公告する輸入要領に従って

輸入承認しなければならない。 

１．航空機および同部分品の輸入 

２．対外貿易法第28条の規定に基づく一時的輸入制限品目および同法第29条の規定によ

る暫定措置品目の輸入 
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<輸入承認の主要機関> 

対象品目 機関名 対象品目 機関名 
オレンジジュース、絹糸 
味噌 
水産物（活魚） 
リンゴ、ナシなど 
牛肉、豚肉など 

農林部 
保健福祉部 
海洋水産部 
韓国農林水産食品輸出
入組合 
畜産農協同組合 

牛肉 
オレンジジュース 
（医薬品、化粧品の原
料） 
オレンジジュース 
塩 

畜産物流通事業団 
韓国医薬品輸出入 
協会 
農協中央会 
大韓塩業組合 

 

（３）輸出入別途公告 

<最新改正産業資源部告示 第99-52号（99年５月19日付）> 

①概要 

輸出の持続的な増加と貿易の均衡化を促進するため、必要な場合、用途・地域・手続きの規

制および緩和に対して輸出入公告の該当規定を適用せず、別途公告を適用している。 

「輸出入公告」が個別品目に対する輸出入制限の可否を定めるのに対し、「輸出入別途公告」

は特定事業別に輸出入要領を定めている。同別途公告は輸出入公告総則第7条（輸出入手続き

の簡素化）に基づき行われている。 

②適用範囲 

同公告は輸出入公告の補完的性格を持っており、特に輸出入自由地域入居企業の輸出入承

認手続きのための別途措置となっている。 

 

（４）統合公告による輸入制限 

 <最新改正産業資源部告示 第99-82号（99年７月27日付）> 

①概要 

物品の輸入と関連した品目管理公告のうち、対外貿易法による輸出入公告、輸出入別途公告

（従来の輸入先多角化品目の公告）などは全て経済政策の目標を達成するための規制である反

面、統合公告は経済以外の目的を達成するための公告である。したがって統合公告上の輸入規

制はWTOの規定でも認められている。 

 統合公告は食品衛生法や薬事法などの個別法による品目別輸入制限内容を産業資源部が統合

して公告するもので、現在該当品目はHS10桁基準で約4,000品目と推定されており、輸入数量

規制よりは品質検査、型式承認など手続き上の条件確認を行うための規制が大部分である。 
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② 統合公告の主要内容 

品目別輸入［別表Ⅱ］（省略）に掲載された物品はその告示内容によって特別法の要件確認

（許可、推薦、検査、検定試験方法、型式承認等）の適用を受ける。このために統合公告では

各機関別輸入物品について要件確認詳細要領を公告している。 

［別表Ⅱ］に掲載されていない品目であっても統合公告で別途に規定された品目である麻薬類、

食品類などの通関制限物品などは統合公告第7条の規定による要件を満たす場合にのみ輸入す

ることができる。そうでない場合は輸入が禁止される。 

 同法第８条（別途規定品目）３項（食品類）で次のいずれかに該当するものは、食品衛生法

第４条ないし第６条および第８条により輸入することができない。 

ア．腐敗または変質していたり未熟なもの。 

イ．有毒または有害物質が含まれていたり付着したもの。 

ウ．病菌・微生物により汚染していたり、またはそのおそれがあって、人体の健康を害するお

それがあるもの。 

エ．輸入が禁止されたもの。 

オ．不潔または異物質の混合または添加物などの事由で人体の健康を害するおそれがあるもの。 

カ．保健福祉部令が定める疫病にかかっているか、かかるおそれがある病弱または病死した動

物の肉骨・乳汁・臓器または血液。 

キ．基準・規格が告示されていない食品添加物とこれを含む物質を食品添加物として使用した

り、これを含む植物。 

ク．有毒有害物質が入っているか、付着していて、人体の健康を害するおそれがある器具およ

び容器包装。 

 

 検疫物品は、検疫法第24条（物品輸入の制限）の規定により次のいずれかに該当するものは

輸入することができない。ただし、［別表Ⅱ］の検疫対象物品の検疫は家畜伝染予防法による

動物検疫手続きに含ませ行うことができる。 

ケ．削除（産業資源部告示  1998-124第号） 

コ．猫犬・猿類などの動物で、入港前６カ月以内に発行した狂犬病予防接種証明書と出港前10

日以内に発行した獣医師の健康診断書がないもの。 

サ．食品医薬品安全庁長の許可がない病原菌、昆虫、その他検疫伝染病を媒介するおそれがあ

る動物、植物または生果物、野菜類、その他食品として保健福祉部令が定めるもの。 
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「別表Ⅱ」に掲載されていない畜産物は畜産加工処理法第33条により次の各号に該当するも

のは輸入することができない。 

シ．腐ったものや傷ついたもので、人体の健康を害するおそれがあるもの。 

ス．有毒・有害物質が入っていたり、付着したりしているもの、またはそのおそれがあるもの。 

セ．病源性微生物により汚染されているか、またそのおそれがあるもの。 

ソ．不潔、または他物質の混入または添加、その他の事由で人体の健康を害するおそれがある

もの。 

タ．畜産加工処理法第６条（畜産物の表示基準）規定による基準に適合する表示がされていな

いもの。 

チ．輸入が禁止されているもの、または畜産物加工処理法第15条（輸入畜産物の申告等）第１

項の規定により輸入申告しなければならない場合に申告せず輸入したもの。 

ツ．第16条に基づく合格表示がなされていないもの。 

テ．第22条第１項の規定に基づき、許可を受けなければならない場合、または第24条第１項の

規定に基づき申告をしなければならない場合に許可を受けなかったり、申告しなかった者

が処理・加工または製造したもの。   



- 9 - 

２．輸入検査および検疫制度 

（１）輸入農産物検査 

外国から輸入した農産と、輸入した後に加工した農産物は農産物品質管理法（制定1999年１

月21日 法律第5667号、農産物検査法を廃止）第19条（農産物の検査）および同法施行令第28

条（農産物の検査対象等）に基づき検査を受けなければならない。同法第19条第２および同法

施行規則第25条（農産物の検査項目等）に基づき検査基準・方法および検査申請手続きなどに

ついては「輸入農産物検査実施要領」（国立農産物検査所告示 第1994－13号 1994年９月８

日付）に記載されている。同要領の主な内容をみると次のとおりである。 

① 品位検査 

ア 標本の品位計測 

（ア） 品位計測は契約規格に明示された各項目に対して計測するが、種類別計測順序と方法

は〔別表３〕（省略）で規定した品位検査順序および方法に従う。 

（イ） 船倉に積載された農産物（果実類および野菜類を除く）の場合は、各船倉別積載上単

部小集団で採取した標本を品位検査順序に基づき実測検定することを原則とする。小

集団の品位が均一であると判断できる場合は、積載上単部の実測検定試料を基準にし

て中単・下単部の標本を肉眼で対比検定することができる。 

（ウ） コンテナに積載された農産物（果実類および野菜は除く）の場合は、コンテナ解装の

とき最初のコンテナで採取した標本を実測検定した後、これを基準にしてコンテナ別

に５％以上を間索して肉眼で対比検査する。 

（エ） （イ）、（ウ）項の方法により検定した結果、品位に異常があると判断されるか、肉

眼鑑定で判断することが難しいときには、所定の品位検査順序により実測検定する。 

イ 検査結果の適否判定 

（ア） 検査結果項目別に契約規格数値（以下検査規格数値という）と［別表１］（省略）

「加重平均値の取り扱い方法」により算出した数値を対比して適・否を判定（果実類

および野菜類は除く）する。 

（イ） 最終適・否判定は母船または搬入地単位に総合判定する。 

ウ 検査の結果、不適格品に対する措置 

 検査の結果、契約規格未達品であり、契約規格範囲内であっても異臭および青素品などの

混入による国内流通および加工上問題があるときには、その状況を即時報告しなければなら

ない。 
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② 重量検査 

ア 生物および積地包装物 

 農業団体が輸入する農産物は重量検査を省略し、検査部数量欄には船荷証券 

（B/L）数量を記載する。ただし、政府が輸入する農産物は別途指示に従う。 

イ 着地包装物（政府が輸入する農産物） 

（ア） 板手動秤を使用する場合は、上車または運搬過程で運搬具単位で積載量の５％以上を

抽出して毎装の総重量を計量し、袋当たりの平均重量を算出した後、包装材の平均重

量を引き、毎袋平均実重量を算出する。 

（イ） 地重台秤を使用する場合は、毎袋単位重量計量を省略し、車両単位で総重量を計量し

た後、車両重量と包装材の平均重量を差し引き、実重量を算出する。 

（ウ） 毎袋または車両単位の実重量が規定重量であれば送り状全面余白へ「日付印」を捺印

して合格処理し、規定重量に達していなければ再措置する。 

ウ 包装材平均単量の策定 

関係機関（引渡者・引受者）の立会いの下、翌日使用する包装材（空袋＋結縛用資材）

別に100枚以上を20g以下の精密な秤で計量して包装材１枚当たりの平均重量を算出する。 

 

③ 包装検査 

ア．積地包装物は難袋・破袋などで漏れるおそれがあるか、または結縛状態を点検して補完

措置をとる。 

イ．着地包装のとき使用する包装材は破袋などを事前に点検し、不適格品は除き、包装およ

び輸送過程で結縛状態を随時点検して不適格品が発見されたときには再処理する。 

 

④ 輸入農産物検査実施要領の改正の動き 

国立農産物品質管理院（前身国立農産物検査所を99年７月１日から改称）は新たな農水産物

品質管理法に基づき、「輸入農産物検査実施要領」の改正を推進している。同品質管理院流通

指導課によると、2003年には改正告示する予定であると表明している。改正事由および新・旧

対比は次のとおりである。 

ア 改正事由 

農水産物品質管理法の制定で検査対象および検査品目の縮小（154品目→10品目に縮小）

輸入・出農産物検査と関連告示である「農産物輸出検査業務処理要領（農検告示第1993-3
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号）」および「輸入農産物検査実施要領（農検告示第1993－13号）」および「輸入米検査実

施要領（農検告示第1997-4号）」を総合単一化して業務を効率的に推進する。 
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イ 主要制定内容および新・旧対比 

 現  行 新規制定内容 改正事由 
輸入農産物包装物の小
集団編成 

・穀物類、豆類、特用
作物類は100トン 
・野菜類と果実類は600
袋、乾燥した赤唐辛子
は300袋 

・穀物類、豆類、特用
作物類は200トン 
・乾燥した赤唐辛子は
30トン、ニンニク・タ
マネギは50トン 

・輸入数量および１日
の荷役量の増加と品質
の均質性向上で小集団
の大きさを現実化さ
せ、検査の効率性を高
める。 

散物輸入の際の 
重量検査 

・別途指示に従う 
（具体的な方法無し） 

・散物の状態で輸送す
る場合には車両単位で
総重量を計量 
・包装後に輸送する場
合は、包装物輸入に準
じて実施 

・生きたものの輸入に
対処、重量検査方法を
明示 

輸出農産物の 
検査方法 

・明示されておらず ・契約規格と該当種類
別「検査実施要領」に
従い実施 

・検査方法を明示、効
率性を高める 

 

（２）動物・容器・包装などの輸入検疫 

 動物とその肉および包装容器などは「家畜伝染病予防法（1997年12月31日改正）」第20条の２に基

づき輸入検疫を受けなければならない。当該規定に基づき、国立獣医科学検疫院は例規第1998-4号

（98年12月21日付）で輸出入指定検疫物の検疫方法および基準を制定した。 

 その主な内容は次のとおりである。 
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輸入指定検疫物の検疫方法および基準 

国立獣医科学検疫院例規第1998-4号 

（1998年12月21日） 

 

第１章 総  則    

 

第３条（指定検疫物）家畜伝染病予防法第20条の２および同法施行規則第15条の１項に規定した指定

検疫物に対する指定範囲は〔別表１〕のとおり。 

 

〔別表１〕 

指定検疫物の分類（関連３条） 

 

家畜伝染病予防法施行規則第15条および同検例規第12号第３条に規定した指定検疫物 

現行 
指定検疫対象 
法規上の区分 分類学上の区分 種類 
第１号の偶蹄類の動物 
 
 
 
 
 
奇蹄類の動物 
 第２号 犬、猫 
 第３号 兎 
 第４号 鶏 
     七面鳥 
    アヒル、ガチョウ 
 第５号 蜂蜜 
 第６号 第１号ないし第４号 
の規定による動物以外の鳥類 
および哺乳動物 

 
 
 
 
 
 
奇蹄目 

 食肉目 
 兎目 
 キジ目 
  
 雁目 
 蜂目 

牛類：乳牛、肉牛、野牛、ヤク等 
羊類：山羊、緬羊、羚羊、その他羊類

等、鹿類、キリン類、ラクダ
類、豚、イノシシ、カバ等 

 
馬（ロバ、ラバ）サイ等 
七面鳥 
アヒル類、ガチョウ類 
蜜蜂類 
上記以外の哺乳動物（クジ 
ラを除く）、家畜類および鳥類 
 
 

 

第６条（輸入のための検疫証明書の条件）①家畜伝染病予防法第23条および同法施行規則第16条の既

定による輸出政府機関が発行した検疫証明書は家畜防疫業務を担当する政府機関から発行されたもの

で、次の各号の条件を遵守したものであること。 

１．検疫証明書は原本（副本など）でなければならない。 



- 14 - 

２．検疫証明書記載事項は鮮明であり、正確であること。 

３．検疫証明書が国際通用語である英文記載以外の自国語で表記されたものは韓国語または英文に翻

訳添付することができる。 

 

第２章 輸入動物検疫 

第17条（輸入到着申告）指定検疫物のうち動物を輸入しようとする者、またはこれを代行するものは

到着状況と荷役および運送計画などに対して着地管轄支院長へ電話または書面で申告をしなけ

ればならない。 

 

第21条（検疫申請） 

①家畜伝染病予防法施行規則第18条の既定により動物を輸入した者、またはその代理人は輸入動物が

検疫施行場に受容直ちに次の書類を備え、管轄支院長に検疫申請書を提出しなければならない。た

だし、代理人名義で検疫申請をする場合は、輸入者の委任状を提示しなければならない。 

１．検疫申請書 

２．相対国の検疫証明書 

３．予防接種証明書（関係規定または輸入相対国との協議による衛生条件上に明示された事項） 

②検疫官は第１項の規定による検疫申請書記載事項の真偽を調査、または関係部署協助による輸入推

薦事項などを確認するため必要な場合、検疫申請人に参考書類を提出することができる。 

 

第23条（臨床検査および精密検査実施） 

①輸入動物の臨床検査と廃獣検眼を行うときには、家畜疾病病性鑑定実施要領に準じて実施する。 

②輸入動物の精密検査は、〔別表７〕(P.15参照)による各動物別検査方法に基づき実施しなければな 

らない。その他疾病は第１項による臨床検査または廃獣検眼結果家畜伝染病にかかっているか、か

かっていると疑われる場合、家畜疾病病性鑑定実施要領により該当伝染病検査を行う。 

③第２項に基づき精密検査を行う場合は指定書式(省略)による精密検査依頼書を検査材料と共に送付

しなければならない。精密検査の結果成績書は、指定書式(省略)による。 

④廃死蓄などを検眼するときには、指定書式(省略)による検眼書を作成する。 
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第４章 輸入畜産物の検疫 

第32条（検疫申請） 

①家畜伝染病予防法試行規則第18条の規定により畜産物を輸入した者、またはその代理人は輸入畜産

物が検疫施行場に受容直ちに次の書類を具備して管轄支院長へ検疫申請書を提出しなければならな

い。ただし、代理人名義で検疫申請をする場合には、輸入者の委任状を提示しなければならない。 

１．検疫申請者 

２．相対国検疫証明書 

②検査官は第１項の規定による検疫申請書記載事項の真偽調査、または関係部署の協助による輸入推

薦事項などを確認するため必要な場合、検疫申請人に参加書類の提示を求めることもできる。 

③政府機関に押収された指定検疫物の対象および検疫方法は次の各号と同じ。 

１．対  象：鹿茸、鹿角、牛黄、鹿香、胆、動物腎等、国立獣医科学検疫院長が安全であると認め

る乾燥した指定検疫物。 

２．検疫方法：上記押収した指定検疫物に対しては、家畜防疫上安全に消毒するなど必要な措置を取

らなければならない。 

 

第34条（精密検査） 

①輸入畜産物の微生物学的および理化学的検査は次の各号の場合〔別表６〕（省略）により実施しな

ければならない。 

１．輸入相手国の家畜防疫状況に従い問題視される検疫物品 

２．検疫物の性状明らかに異常が認められ、家畜防疫上、または公衆衛生上危害を及ぼす 

おそれがある物品。 

３．血液または糞尿がひどく汚染され、家畜防疫上精密検査が必要であると認められる検疫物品。 

４．その他家畜防疫上または公衆衛生上精密検査が必要であると認められる検疫物。 

②肉類残留物質検査は残留物質検査要領(省略)により行う。 
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[別表７] 輸入動物検疫、第 23 条 臨床検査および精密検査実施 

 

精密検査対象疾病(輸入動物の精密検査)  

 
 

動物 検査病名 検査方法 検査要領 

1. ブルセラ病 血清学的検査法 農林部告示および 精密
検査要領 

2. 結核病  ツベルクリン皮内反応法 農林部告示および  
精密検査要領 

3. ヨーネ病 血清学的検査法 精密検査要領 

4. バベシア病 血液塗抹標本検査法(総頭数の 1/10 以上検査) 精密検査要領 

5. タイレリア病 血液塗抹標本検査法(総頭数の 1/10 以上検査)または血
清学的検査法 精密検査要領 

6. アナプラズマ症 血液塗抹標本検査法(総頭数の 1/10 以上検査)または血
清学的検査法 

精密検査要領 

7. ブルータング 血清学的検査法 精密検査要領 

8. 牛白血病 血清学的検査法 精密検査要領 

9. レプトスピラ症 血清学的検査法(輸出国で船積する前に薬剤を投与しな
かった動物に限る) 

精密検査要領 

10. 水泡性口炎 血清学的検査法(発生地域産の動物に限る) 精密検査要領 

11. 牛カンピロバクター症 原因体同定(種母牛に限る) 精密検査要領 

12. トリコモナス病 原因体同定(種母牛に限る) 精密検査要領 

13. 血液学的検査 血液検査法(臨床検査結果、血液検査が必要であると認
められた固体に限る) 

精密検査要領 

牛 

14. その他の臨床検または廃
水検眼結果、精密検査が
必要であると認められる
伝染病 

原因体同定またはその他の検査法 

精密検査要領 
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動物 検査病名 検査方法 検査要領 

1. ブルセラ病 血清学的検査法 農林部告示および 精
密検査要領 

2. オーエスキー病 血清学的検査法 
精密検査要領 

3. 豚繁殖・呼吸障害症候群 
(PRRS) 

血清学的検査法 
精密検査要領 

4. レプトスピラ症 血清学的検査法(輸出国で船積する前に薬剤を投与しな
かった動物に限る) 精密検査要領 

5. 水泡性口炎 血清学的検査法(発生地域産の動物に限る) 
精密検査要領 

6. 血液学的検査 血清学的検査法 (臨床検査結果、血液検査が必要である
と認められた固体に限る) 精密検査要領 

豚 

7. その他の臨床検または廃水
検眼結果、精密検査が必要
であると認められる伝染病 

原因体同定またはその他の検査法 
精密検査要領に準ず

る 

1. ブルセラ病 血清学的検査法 農林部告示および 精
密検査要領 

2. 結核病(めん羊除外) ツベルクリン皮内反応法 農林部告示および 精
密検査要領 

3. ヨーネ病 血清学的検査法 
精密検査要領 

4. ブルータング 血清学的検査法 
精密検査要領 

5. 水泡性口炎 血清学的検査法(発生地域産の動物に限る) 
精密検査要領 

6. マエディ・ビスナ 血清学的検査法 (山羊除外) 
精密検査要領 

7. 血液学的検査 血液検査法(臨床検査結果、血液検査が必要であると認
められた固体に限る) 精密検査要領 

山羊 
めん羊 

8. その他の臨床検査または廃
水検眼結果、精密検査の必
要があると認められる伝染
病 

原因体同定またはその他の検査法 
精密検査要領に準ず

る 
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動物 検査病名 検査方法 検査要領 

1. 馬伝染性貧血 血清学的検査法 精密検査要領 

2. 馬ピロプラズマ病 血清学的検査法 精密検査要領 

3. 馬伝染性動脈炎 血清学的検査法 精密検査要領 

4. 馬伝染性子宮炎 原因体同定、または血清学的検査法(去勢した雄馬は除
外) 精密検査要領 

5. 水泡性口炎 血清学的検査法(発生地域産の動物に限る) 精密検査要領 

6. 口蹄疫 血清学的検査法(輸出する時、過去２年内に口蹄疫が発生
した国より輸入された馬および疑いのある輸入馬) 精密検査要領 

7. 鼻疽 血清学的検査法(輸出する時、過去２年内に口蹄疫が発生
した国より輸入された馬および疑いのある輸入馬) 

精密検査要領 

馬 

8. その他臨床検査、または廃
水検眼結果、精密検査の必
要があると認められる伝染
病 

原因体同定またはその他の検査法 
精密検査要領 
に準ずる 

1. ブルセラ病 血清学的検査法 精密検査要領 

2. 結核病 ツベルクリン皮内反応法 精密検査要領 

3. ヨーネ病 血清学的検査法 精密検査要領 

4. ブルータング 血清学的検査法 精密検査要領 

5. レプトスピラ症 血清学的検査法(輸出国で船積する前に薬剤を投与しなか
った動物に限る) 精密検査要領 

6. 水泡性口炎 血清学的検査法(発生地域産の動物に限る) 精密検査要領 

鹿 

7. 血液学的検査 血液検査法(臨床検査結果、血液検査が必要であると認め
られた固体に限る) 

精密検査要領 

 

8. その他臨床検査、ま 
たは廃水検眼結果、精密検
査の必要があると認められ
る伝染病 

原因体同定またはその他の検査法 
精密検査要領 
に準ずる 
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動物 検査病名 検査方法 検査要領 

1. 腐蛆病 ミルクテストおよび原因体同定 精密検査要領 

2. 寄生ダニ類 原因体同定 精密検査要領 

3. サック・ブルード病 原因体同定 精密検査要領 

4. チョーク病 原因体同定 精密検査要領 

蜜蜂 

5. その他臨床検査、または廃水
検眼結果、精密検査の必要
があると認められる伝染病 

原因体同定またはその他の検査法 

精密検査要領 
に準ずる 

1. ニューカッスル病 血清学的検査法 精密検査要領 

2. ヒナ白痢 血清学的検査法、または原因体同定 精密検査要領 

3. 家きんチフス 血清学的検査法、または原因体同定 精密検査要領 

4. 鶏マイコプラズマ病 血清学的検査法 精密検査要領 

5. 鶏伝染性気管支炎 血清学的検査法 精密検査要領 

6. 伝染性ファブリキウス嚢病 血清学的検査法 精密検査要領 

7. 家きんコレラ 原因体同定 精密検査要領 

8. 鶏脳脊髄炎 血清学的検査法 精密検査要領 

9. 鶏伝染性喉頭気管炎 血清学的検査法 精密検査要領 

10. 家きんインフルエンザ 血清学的検査法 精密検査要領 

11. マレック病 血清学的検査法 精密検査要領 

家きん 

10. その他臨床検査、または廃
水検眼結果、精密検査の必
要があると認められる伝染
病 

原因体同定またはその他の検査法 
精密検査要領 
に準ずる 

1. 家きんインフルエンザ 血清学的検査法 精密検査要領 

2. ニューカッスル病 血清学的検査法 精密検査要領 

3. ヒナ白痢 血清学的検査法、または原因体同定 精密検査要領 

4. 家きんチフス 血清学的検査法、または原因体同定 精密検査要領 

5. 鶏マイコプラズマ病 血清学的検査法 精密検査要領 

6. 伝染性ファブリキウス嚢病 血清学的検査法 精密検査要領 

ダチョ
ウ類 

14. その他の臨床検または廃水
検眼結果、精密検査が必要
であると認められる伝染病 

原因体同定またはその他の検査法 
精密検査要領 
に準ずる 
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※ ただし、上記検査対象の疾病のうち、輸入衛生条件により、輸出国で非発生疾病と明示された

疾病、OIE 年報または輸出国政府の疾病発生情報などで発生しなかったと確認した疾病予防接

種を実施した疾病(ブルセラ病を除く)の場合は、精密検査を省略できる。  

 

 

動物 検査病名 検査方法 検査要領 

1. ヒナ白痢 原因体同定 精密検査要領 

2. 家きんチフス 原因体同定 精密検査要領 

3. サルモネラ感染症 原因体同定 精密検査要領 

初生雛 

4. その他臨床検査、ま 
たは廃水検眼結果、精密検査 
 

原因体同定またはその他の検査法 
 
 

精密検査要領に準ずる 
 
 

前項 
以外の
動物 

臨床検査結果、精密検査の必要
があると認められる伝染病 

原因体同定またはその他の検査法 
精密検査要領に準ずる 

牛精液 
ブルセラ病 精液反応検査法 農林水産部および精密検

査要領 

1. ブルセラ病 精液反応検査法 精密検査要領 豚精液 

2. オーエスキー病 原因体同定(18 日) 精密検査要領 

1. 家きんインフルエンザ 原因体同定 精密検査要領 

2. ニューカッスル病 原因体同定 精密検査要領 

3. 家きんチフス 原因体同定 精密検査要領 

4. ヒナ白痢 原因体同定 精密検査要領 

種卵 

5. その他、防疫上必要であると
認められる伝染病 

原因体同定またはその他の検査法 
精密検査要領に準ずる 
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動物などの輸入検疫手続き 

 

船舶会社、航空会社

検査官

荷役：荷役会社、現場検査：検疫官

輸送会社

検疫繋留場　検査施行場（保税倉庫）

検疫申告：輸入者は代理人

輸入検疫物の申告

船・機上検査

荷役および現場検査

輸　　　　　　送

検疫場所入庫

検　査　実　施

動物 畜産物

検疫証交付 返送・焼却・埋没

開放

疫学調査：輸入禁止地域の可否
　　　　：衛生条件履行可否
臨床検査：検疫証と固体確認
　　　　：固体別臨床検査

精密検査：微生物学的検査
　　　　：血清学的検査
　　　　：病理学的検査

疫学調査：輸入禁止地域の可否
　　　　：衛生条件履行可否
現物検査：（官能検査）
　　　　：コンテナ状態確認
　　　　：検疫証と現物確認
精密検査：理化学的検査
　　　　：微生物学的検査
　　　　：残留物質検査

判定

合格 不合格
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輸入畜産物の検査体系 

 

国内流通

国内流通事後管理
（回収含む）

税関通関

返送・廃棄・食用
外　用途転換など国内流通

国内流通後管理
（回収含む） 税関通関

適　合 不　適　合

申告証発給 輸入者および管轄税
関長に不適合通報

無作為標本検対象

現場検査
（検査採取）

精密検査（自体実験室）
畜産物衛生検査機関

適・否・判定
条件付き輸入
申請証交付

申請人

輸入申告書提出

書類検査対象 官能検査対象 精密検査対象
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（３）植物などの輸入検疫 

 植物などは、植物防疫法に基づき輸出国の政府機関によって発給された検査結果・規制病害虫が付

いていないことを確認した事実を記載した検査証明書またはその写本が添付していなければ輸入する

ことができない（植物防疫法第６条第１項）。 

 検疫方法などを規定したものとしては、植物防疫法施行規則（最新改正 農林部令第1340号、99年

８月10日付）および輸入植物の検疫要領（国立植物検疫所告示 第1999－５号、99年８月10日付）が

ある。詳細については植物検疫所に確認すべきである。 

  検疫相当機関：国立植物検疫所 防済課（電話：031-441-6982） 

 検疫植物の検疫に関する主な内容をみると次のとおりである。 

① 植物などの輸入禁止 

 植物防疫法（第７条） 

 次の各号のいずれかに該当する物品など（以下、「禁止品」という）は輸入することができ

ない。ただし、試験研究用または政府が認める国際見本市用に提供するため農林部長官の許可

を受けた場合、または第１号の植物に棲息する病害虫を死滅させる方法をその輸出国が提示し、

農林部長官がその妥当性に対し、第８条（病害虫危険分析）の規定による病害虫の危機に与え

るおそれがないと認める植物の場合は、その限りでない（1998年12月但書改正）。 

１．第８条の規定による病害虫危険に関する分析評価の結果、国内に流入される場合、国内の

植物に及ぼす影響が大きいと認められる病害虫が分布している地域に生育している植物と

当該地域を経由した植物。この場合、対象病害虫・対象地域および対象植物は農林部令で

定める。 

２．有害動物または有害植物 

３．土または土が付いている植物 

４．第１号ないし第３号の規定による物品などの容器・包装 

 

② 輸入植物の検査申請および輸出国の検査証明書の添付 

輸入植物の検疫要領 

第３条（検査申請） 

①輸入植物類の検査申請は輸入者または代理人（以下、「荷主」という）が、規則第11条第１項

別紙第４号書式(P.24参照)である検査申請書を、直接植物検疫所の支所長または出張所長へ提

出するか、郵便または電子文書で申請することができる。 
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②電子文書で検査申請をするときには、標準電子文書の輸入申告書式に植物検査に関連する

項目を記載し、検査／検疫業務EDI電算網により申請するが、輸出国の検査証明書（植物衛

生証明書）など検査申請書の具備書類は検査を受ける支所長または出張所長宛に直接提出

するか、FAXまたは郵送しなければならない（植物衛生証明書は原本でなければならないの

でFAX利用は認められていない。） 
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(3) 植物などの輸入検疫関連  

  ② 輸入植物の検査申込および輸出国の検査証明書の添付  

     第 3 条(検査申込) [別紙第 4号書式] 

輸出：5日 □ 植物等の検査申込書および禁止品目輸入申告書 
□ 輸出植物検査申込書 
1. 検査申込事項 

処理期間 
輸入：10日 

姓 名  住民登録番号  

住 所  輸出(入)者 
商 号                                          (電話番号：               ) 
姓 名  商    号  

送る(受取)者 
住 所  

積載船(機)  輸出(入)日付  
積  載  港  到  着  港  
原(生)産地  経  由  地  
包装数量・種
類 

 BL 番号  

品名・総数量  品  目  数  
検査希望日  保税置場符号  

輸出入 輸入用途 輸送方法 
検 
疫 
地 

品 
目 
数 

輸
出 

再
輸
出 

輸
入 

国名 
輸出入業者名 
および許可番号 輸

出 
観
光 
内
需 

航 
空
貨
物 

船
舶
貨
物 

郵
便 

携 
帯 

  １ ２ ３   １ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

2. 輸入禁止植物 

原産地 経由地 輸入許可証明書 

国名 
地域 
または
島 

国名 発行日付 

   

発行番号 

年 月 日 
          
植物防疫法(第 9 条および同法施行規則第 11 条第 1 条、第 11 条および同法施行規則第 23 条第 1 項)の
規定に基づき、検査を申し込みます。 
                                                         月      日 
                                          申込者                       (署名または印) 
      国立植物検疫所             支所              出張所長  貴下 

手数料 
無し 

※添付書類 
1.輸出国植物検査証明書(輸入植物の場合)1部。 
2.輸入許可証明書(禁止品目の場合)1 部。 
3.輸出(入)検査対象植物明細(2 個品目以上の場合) 
4.輸入国要求事項(輸出の際、輸入国が衛生症状に付記事項を求め
た場合)1部 
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 主務 課長 所長 
 
3. 検査対象植物 

   
決 
裁 

価  格(＄) 

品  目  名 
品目分類番号 
(HS) 

単位 数  量 
区分 金    額 

      
       
4. 貨物管理 貨物管理番号  
5. 検査事項 

検査日 発見病害虫(3種超過の際、検査者の所見欄に記載)  

年 月 日 
病害虫 
(1) 

程度 
病害虫 
(２)  

程度 病害虫(3) 程度 

         
                           
6. 検査結果措置 

消                       毒 廃     棄(不合格) 合      格 

数    量 
方法
1 

数    量 方法
2 

数    量 方法  

                         
現場検査者 
  
     
  
     

7. 現場検査者の所見 

 
実験室検査者 
  
     
  
     

8. 実験室検査者の所見 
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輸入植物の検査申請の処理図式（処理期間：輸入の場合10日） 

申請人       処理機関：国立植物検査所 各支所および出張所 

申請書
作　成

受　付 検査および試料採取 不合格
書類審査 病害虫動静（実験） 廃　棄

不合格通知

消　毒

交　付 証明書発給 決　済 合　格

 

 

第４条（輸出国の検査証明書添付）①法第６条第１項に規定された輸出国の政府機関で発給した「検

査証明書」とは、輸出国の中央または連邦政府が発行した検査証明書の原本と写本をいう。 

②省略 

③省略 

④輸出国の検査証明書またはその写本を添付しなければならない国は「別表２」（省略(注)）の

とおり。 

⑤規則第６条第６号の規定に基づき輸出国の検査証明書を添付しなくても輸入することができる

植物は次の各号と同じ。ただし、輸入禁止植物に該当するときには例外である。 

１．零下17.8℃（０°F）以下で冷凍処理された事実が記載された輸出国の政府機関または公

共検査機関で発行された品質および状態証明書（certificate of quality& condition）

と同じ証明書が添付された植物で、その冷凍状態が維持されていなければならない。（以

下同じ） 

２．輸出国の検査機関で発行した輸出証明書（export certificate）が添付された単純に加工

した植物 

（注）「別表２」の輸出国の検査証明または写本を添付しなければならない国としては、アジ

ア地域では日本、中国、台湾、タイ、パキスタン、フィリピンなど38カ国・地域である。 

    （詳細については、産業資源部 貿易投資室に問い合わせ） 

 

 ③ 植物検疫法施行規則第９条（輸入禁止対象植物等）により、日本からの輸入が禁止 

されている輸入禁止植物は次のとおりである。 



- 28 - 

輸入禁止植物 輸入禁止地域 主要関心禁止病害虫 
品目別に次の輸入許容地を除く世界全地域 

品目別 輸入許容地域 
グレープフルーツ 日本：九州島以南地域を

除く全地域 
柑橘、レモン 日本：九州島以南地域を

除く全地域 
柚子 日本：九州島以南を除く

全地域 
甘柿 
かぼちゃ（南瓜） 

日本：全地域 

トマト、いちご 日本：全地域 
メロン 日本：全地域 

２．生果実・果実野菜の生
果実と豆科植物の実が十分
入っていないマメ類（ココ
ナツヤシ、パイナップルお
よび青バナナを除く） 

まくわうり 日本：全地域 
輸入許容地域 ７．ジャガイモとナス科植

物の生茎葉と生植物の地下
茎 

日本：北海道・九州島を除く全地域 

９．桃属およびいちど
（木）属植物の苗木・接
木・挿木など再植用植物
（種子は除く）と生果実
（桃属植物は除く） 

 
 

世界全地域輸入禁止 
（日本と台湾を除く） 

10.柑橘類の苗木・接木・
挿樹など再植用植物（種子
は除く） 

日本（沖縄県の北緯27°10°以南の南西諸島
に限り輸入禁止） 

13.松の木属植物 
LARIX属植物の苗木類・木
材類 

輸入禁止 
アジア：日本、中国、台湾 

（Batrocera 
tsuneonis Miyake) 
 

 

植物検疫に関する関連規定は、参考資料２に掲載した。 

 

（４）輸入水産物の検査 

韓国における輸入水産物の検査は食品衛生法に基づき行われている。食品衛生法第16条（輸入

食品等の申告等）および同法施行規則第11条（食品等の輸入申告）により販売目的、または営業

上使用するため外国から水産物を輸入しようとする者は、必ず保健福祉部長官・食品医療品安全

庁長に申告しなければならない。 

ただし、外国水域で当該国船舶との共同漁業で捕獲・採取して国内船舶で冷凍または加工され

た水産物の場合は、輸入申告が免除される。 

 

また、同法第４条（危害食品などの販売禁止）により、次の各号のいずれかに該当する食品等
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は販売、または販売する目的で採取・製造・輸入・加工・使用・調理・貯蔵または運搬したり、

陳列したりすることはできない。 

１．腐敗したり、傷んでいたり、未熟なもので、人体の健康を害するおそれがあるもの。 

２．有毒・有毒物質が入っているか、付いている物。またはそのおそれがあるもの。ただし、人

体の健康を害するおそれがないと食品医療安全庁長が認めるものは例外とする。 

３．病源微生物により、汚染されたり、そのおそれがあり、人体の健康を害するおそれがあるも

の。 

４．不潔で、他の物質の混入または、添加その他の事由により人体の健康を害するおそれがある

もの。 

５．第22条第１項または第５項の規定に基づき営業の許可を受けなければならない場合、または

申告をしなければならない場合に許可を受けていなかったり、申告していない者が製造・加

工したもの。 

６．輸入が禁止されたものまたは、第16条第１項の規定に基づき輸入申告をしなければならない

場合に申告せず、輸入したもの。 

上記規定に基づき、国立水産物検査所は所内用輸入水産物検査業務指針（最新改正 99年７月14

日）を定め、ふぐについては、21種に限り輸入を認めている。 

ふぐ類の輸入条件等は、次のとおりである。 

 

ア．輸入が認められるふぐ（活、新鮮・冷蔵・冷凍したもの） 

(Fugu niphobles, Takifugu niphobles) 

(Fugu poecilonotus, Takifugu poecilonotus) 

(Fugu pardalis, Takifugu pardalis) 

(Fugu vermicularis vermicularis, Takifugu vermicularis syyderi) 

(Fugu vermicularisporphyerus, Takifugu porphyreus） 

(Fugu obsurus, Takifugu obscurus) 

(Fugu chrysops, Takifugu chrysops) 

(Fugu rubripesrubripes, Takifugu rubripes) 

(Fugu xanthopterus, Takifugu xanthopterus)(Lagocephalus inermis) 

(Lagocephalus wheeleri) 

(Lagocephalus wheeleri) 
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(Lagocephalus nermis) 

(Shoeroides pachygaster, Liosaccus pachygaster) 

(Fugu flavidus, Takifugu falvidus) 

(chilomysterus affinis) 

(Diodom holocanthus) 

(Diodom liturosus) 

(Diodon hystrix) 

(Ostracion cubicus) 

(Fugu stictonotus, Takifugu stuctonotus) 

 

イ．処理していない原形のものや、ふぐの種類であると容易に判断できるように単純に内臓だけ

を取り除いたものに限る。 

ウ．輸入が認められえるふぐのうち、日本海・渤海・黄海・東シナ海以外の海域で漁獲されたも

のは毒力検査結果が基準に適合しなければならない。 

エ．輸入が認められるふぐの種類および漁獲海域名を確認するため、輸出する国の政府機関また

は政府公認機関が確認した、ふぐの種類（学名）・漁獲海域名を証明する書類を添付しなけ

ればならない。ただし、合作漁獲物である場合は現地公館長の確認書を添付しなければなら

ない。 
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３．原産地表示制度（Marking of Origin System） 

（１）原産地表示制度概要 

 ・韓国では消費者を保護し、公正取引秩序を確立するための目的で1991年から同制度を対外貿易法

令および対外貿易管理規定に導入・施行 

・輸入時の原産地表示対象物品はHS４ケタ基準で652個品目（農産物169個、工産品483個）で、総

品目数1,244個の52.4％（対外貿易管理規定 別表6-1）（p．37参照） 

 

（２）当該物品表示原則 

 ・原則：輸入しようとする当該物品に原産地を表示。 

 ・例外：次の場合当該物品でない標章または容器に表示可能。 

  －当該物品に原産地を表示することが不可能な場合。 

   ・冷凍トウモロコシ、小麦、酒類等 

  －原産地表示によって当該物品が大きく毀損される場合。 

   ・ビリヤードの玉、コンタクトレンズ、集積回路等 

  －原産地表示によって当該物品の価値が実質的に低下する場合。 

   ・イヤリング等ファッション商品（ただし、ラベル、シール等製品に損傷を与えない方法で表

示が可能な場合このような方法で表示）。 

  －原産地表示費用が当該物品の輸入を妨げる程過度な場合。 

   ・物品の価格より表示費用がより多く掛かる場合等 

  －商取引慣行上、最終購買者に標章、容器に封印されて販売される物品または、封印されていな

いが、標章、容器を破らずに販売される物品。 

・石鹸、歯ブラシ、Video Tape、真空包装された使い捨て用医療機器等 

  －実質的変形を起こす製造工程に投入される部品および、原材料を輸入後実需要者に直接供給す

る場合。 

 

（３）原産地表示方法 

 イ．原産地表示の一般原則 

  ・以下のような方法でハングル・漢字または、英文で表示 

   －“原産地：国名”または“国名産”、“Made in国名”または“Product of国名” 

   ＊原産地表示制度において、原産地は政治的実体を持った一国家、国境線の外にある保護領
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（例：サイパン）、自治権が認められている経済的独立体（例：香港）、国際商取引慣行上

地域名が原産地として認められる地域（例：スコットランド）等を意味する。 

   －“物品製造者の会社名、住所、国名” 

   －輸入物品の大きさが小さく、上のような方式で原産地表示が難しい場合国名のみの表示可能。 

   ＊国際慣行上国名のみ表示することが認められる物品（時計、ボールペン、鉛筆等）も国名の

み表示可能。 

   －“Brewed in 国名”または“Distilled in 国名”等最終購買者が原産地を誤認するおそ

れがない方式。 

＊Manufactured by, Produced in, Fabricated in は可能だが、Assembled in は許容され

ない。 

  ・最終購買者が判読できる活字体で識別容易な位置に表示。 

・容易に消えたり取れたりしない方式で表示。 

－製造段階で印刷（printing）、謄写（stenciling）、捺印（stamping）、烙印（branding）、

鋳造（molding）、腐刻（エッチング）、返し縫（stitching）等により表示することが原則

である。 

   －ただし、物品の特性上、上のような方法で表示することが不適合な場合、ラベル（label）、

ステッカー（sticker）、タグ（tag）等を使用して表示できる。 

・最終購買者が原産地を誤認するおそれがない場合、通常に広く使用されている国家 名の略語

をしようして原産地表示が可能。 

－“United States of America”を“USA”と表示可能 

－“UK”（英国）は可能だが、JPN（日本）,“PROC”（中国）は認められない。 

 

ロ．原産地誤認のおそれがある物品の原産地表示 

 ・原産地誤認のおそれがある物品の範囲 

  －注文者の商標付着（OEM）方式により生産された輸入物品の原産地と注文者が位置する国名

が相違し、最終購買者が当該物品の原産地を誤認するおそれがある物品。 

  －物品または標章・容器に顕著に表示されている商号・商標・地域・国家または言語名が輸入

物品の原産地と相違し、最終購買者が当該物品の原産地を誤認するおそれがある物品。 

 ・原産地誤認のおそれがある物品の表示方法 

  －当該物品または標章・容器の前面に原産地を表示することが原則であり、物品の特性上前後
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面の区別が難しかったり、前面に表示することが難しい場合、原産地誤認を招く表示と近い

所に表示。 

  ・ただし、原産地表示に使用された活字体の大きさおよび色が周囲の活字と明確に区別され、最

終購買者が正常な購買過程で当該物品の原産地を明らかに識別できるように表示する場合には

除外。 

  －誤認のおそれがある物品を販売する者は販売または陳列時、消費者が分かるように商品に表

示された原産地とは別途にシール、表示等を利用して原産地を表示。 

ハ．単純加工物品等の原産地表示 

 ・“単純な加工活動”を遂行した物品→当該物品の原産地表示が隠蔽・除去のおそれがある場合、

製造・加工業者が完成加工品に原産地を表示。 

 ※“単純な加工活動”の範囲に対しては対外貿易管理規定第6-3-1条第７項参照品等 

 ・大型包装形態で輸入された後国内で小売単位で再包装されて販売される物品（化粧品等）→再

包装販売業者が再包装容器に原産地表示 

 ・大型包装形態で輸入された後、ばらでまたは散物で取引される輸入物品（農水産物等）→販売

業者が物品または販売容器・販売場所にシール付着、表示付着等の方法で原産地表示 

 ・輸入された後他の物品と結合されて販売される物品→製造・加工業者が“（当該物品名）の原

産地：国名”の形態で原産地表示 

＊ライターは中国産、ライターケースは日本産の場合、ライターケースの原産地表示：“Case 

Made in Japan” 

※上記単純加工物品を輸入する場合 

－税関長は輸入者に輸入通関後法令によって原産地表示を遵守するよう命じることができ 

－該当物品を輸入する者が物品を第三者（中間購買業者または販売者等）に譲渡（第三者が再譲渡す

る場合を含む）する場合には譲り受け人に書面で法令に基づく原産地表示義務 

を遵守すべきことを通報しなければならない。 

 

ニ．輸入セット物品の原産地表示 

・輸入セット物品の指定（対外貿易管理規定 別表6-3）（p．39 参照） 

 －工具セット、個人用旅行セット、救急箱と包帯等15種のセット物品を指定 

・表示方法 

 －当該セット物品を構成する個別物品の原産地が同一な場合 
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  ・個別物品とセット物品の標章・容器に原産地を表示 

 －セット物品を構成する個別物品の原産地が２カ国以上の場合 

  ・個別物品に原産地を各々表示、標章・容器にも個別物品の原産地を全て羅列して表示

（例：Made in USA, Germany） 

 

ホ．輸入容器の原産地表示 

 ・適用対象：関税率表に基づき容器を別途分類され、輸入される物品 

 ・表示方法 

  －容器に“（容器名）の原産地：(国名)”に相応する表示（例：“Bottle made in 国名”） 

  －１回の使用で廃棄される容器の場合には、最小販売単位の標章に容器の原産地を表示でき、実

需要者がこれら物品を輸入する場合には、容器の原産地を表示しなくても差し支えない。 

 

<輸入容器の原産地表示方法> 

区分 詰めた状態で輸入 空の状態で輸入 
再利用可能容器 ・内容物品と輸入容器の原産地を

容器に各々表示 
－“Content made in 国名、
Bottle made in 国名” 

・当該輸入容器の原産地を容器に表
示 

－“Bottle made in 国名” 

使い捨て用容器 ・当該内容物品の原産地を容 
器に表示 
－ “Made in 国名” 

・当該輸入容器の最小販売単位 
標章に原産地表示 
－“Bottle made in 国名” 
 ＊実受容者輸入時、表示免除 

 

 

（４）原産地表示の免除 

 カ．対外貿易法施行令第２条第８号および第９号による外貨獲得用原料および施設機材で、輸入さ

れる物品。 

  ※税関長は外貨獲得履行の有無、目的外使用等を事後確認できる。 

 キ．個人に無償送付された託送品・別送品または、旅行者携帯品。 

ク．輸入後の実質的変形を起こす製造工程に投入される部品および原料で、実需要者が直接輸入す

る場合（実需要者のために輸入を代行する場合を含む）。 

ケ．販売または賃貸目的でない物品製造に使用する目的で輸入される製造用施設および機資材（部

分品および予備部品を含む）で、実需要者が直接輸入する場合（実需要者のために輸入を代行
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する場合を含む）。 

コ．究開発用品で、実需要者が輸入する場合（実需要者のために輸入を代行する場合 

を含む）。 

サ．見本品（陳列・販売用でないものに限る）および、輸入された物品の瑕疵補修用物品。 

シ．税運送・換積等により、韓国を単純に経由する通貨貨物。 

ス．輸出条件付免除対象物品等、一時輸入品目。 

セ．韓国で輸出された後再輸入される物品。 

ソ．外交官免除対象物品。 

タ．その他関税庁長が産業資源部長官と協議して妥当と認める物品。 

 

（５）原産地表示の確認 

 イ．原産地表示の確認・検査 

  ・検査権者 

   －輸入通関段階：税関 

   －国内流通段階：市・道（市・郡・区）、農産物品質管理院、水産物品質検査院 

・検査内容 

   －原産地の表示有無 

   －原産地の虚偽・再標章されて販売される物品の原産地表示有無 

   －原産地表示方法の適正性等 

  ・検査後の措置内容 

   －未表示、虚偽・誤認表示、損傷・変更表示：告発、課徴金 

   －輸入後分割・再包装物品の原産地未表示：過怠料 

   －表示方法の適正性違反：是正措置 

  

ロ．原産地表示の事前確認および異議定義 

 ・輸入する前に原産地表示の適正性有無を確認しようとする者は関税庁長に書類で事前確認申

請 

 ・関税庁長は申請を受付けた日から事前確認内容を７日以内に通報 

 ・通報内容に対して異議提議をしようとする場合には通報を受けた日から30日以内に関税庁長

に異議提議 
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 ・関税庁長は異議提議を受付けた日から30日以内に異議提議に対する決定通報 

 

（６）原産地表示違反に対する処罰 

 イ．対外貿易法による処罰 

・ 罰則（法 第55条） 

   －原産地表示対象物品に原産地表示をしていない貿易取引者（未表示）または、原産地を虚偽

に表示したり、これを誤認するよう表示した者または、原産地の表示を損傷したり、変更し

た貿易取引者または、販売業者（虚偽・誤認・損傷・変更表示） 

   －３年以下の懲役または、3,000万ウォン以下の罰金 

  ・是正措置および課徴金（法 第39条） 

   －原産地未表示、虚偽表示、誤認表示、損傷表示、変更表示および不適正表示行為者 

   －3,000万ウォン以下の課徴金賦課または、原産地の表示・訂正・抹消等の措置を指示 

・過怠料（法 第60条） 

－原産地表示対象物品を輸入し、分割・再包装または、単純製造加工を経て、取引したり、ば

らでまたは散物で取引するにおいて、原産地表示をしない状態で販売を目的に流通させた貿

易取引者または、販売業者／原産地表示関連検査を拒否・妨害または、忌避した者 

   －1,000万ウォン以下の過怠料 

 

ロ．農産物品質管理法による処罰 

  ・罰則（法 第35条） 

   －農産物およびその加工品の原産地を虚偽に表示したり、混同させる表示行為をした販売業者

または加工業者 

   －３年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 

・過怠料（法 第38条） 

 －農産物および加工品に原産地を表示しない者または表示方法に違反した者 

 －1,000万ウォン以下の過怠料 

  

ハ．水産物品質管理法による処罰 

  ・罰則（法 第53条） 

   －水産物および水産加工品の原産地を虚偽に表示したり、混同させる表示をした生産・加工業
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者または、販売業者 

   －３年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 

  ・過怠料（法 第56条） 

   －水産物および水産工品に原産地を表示しない者 

   －1,000万ウォン以下の過怠料 

 

 ニ．関税法による税関の保税区域搬入命令 

・輸出入申告が受理された物品の原産地表示が適法に表示されていなかったり、輸出入申告受理

当時と異なって表示されている場合、当該物品を保税区域に搬入することを命じることができ

る（法 第238条、令 第245条）。 

－ただし、当該物品が輸出入申告が受理された後３カ月が経過したり、関係法令により関係行

政機関の長の是正措置がある場合は除外。 

  

ホ．表示・広告の公正化に関する法律による処罰 

・消費者を欺瞞したり、誤認させるおそれがある虚偽・過剰な表示・広告（インターネットまた

は、PC通信による表示・広告を含む）をする行為（法 第３条） 

  ・２年以下の懲役または、１億5,000万ウォン以下の罰金（法 第17条）。 

 

 ヘ．不正競争防止および営業秘密保護に関する法律による処罰 

  ・商品やその広告により、取引上の書類または、通信に虚偽の原産地標識をしたり、このような

標識をした商品を販売、頒布または、輸入・輸出し、原産地の誤認を起こさせる行為（法 第

２条 第１号ニ目）。 

・３年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金（法 第18条 第３項） 
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対外貿易管理規定 第6－2－1条の規定による原産地表示対象品目 

〔別表 6－1〕  原産地表示対象品目 

（産業資源部告示 第99－140号、’99.12.4改正） 

HS類別 原産地表示対象品目（HS番号） 
第１類 
第２類 
第３類 
第４類 
第５類 
第６類 
第７類 
第８類 
第９類 
第10類 
第11類 
第12類 
第13類 
第15類 
 
第16類 
第17類 
第18類 
第19類 
第20類 
第21類 
第22類 
第23類 
第24類 
第25類 
第28類 
第30類 
第31類 
第32類 
第33類 
第34類 
第35類 
第36類 
第37類 
第38類 
第39類 
第40類 
第42類 
第43類 
第44類 
第46類 
第48類 
第49類 

0102 
0201,0202,0203,0204,0205,0206,0207,0208,0209,0210 
0302,0303,0304,0305,0306,0307 
0401,0402,0403,0404,0405,0406,0407,0408,0409,0410 
0504,0506,0507,0510 
0601,0602,0603,0604 
0701,0702,0703,0704,0705,0706,0707,0708,0709,0710,0711,0712,0713,0714 
0801,0802,0803,0804,0805,0806,0807,0808,0809,0810,0811,0812,0813,0814 
0901,0902,0903,0904,0906,0907,0908,0910 
1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008 
1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109 
1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1211,1212 
1302 
1501,1502,1503,1504,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1520,
1521,1522 
1601,1602,1603,1604,1605 
1701,1702,1703,1704 
1801,1802,1803,1804,1805,1806 
1901,1902,1903,1904,1905 
2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 
2101,2102,2103,2104,2105,2106 
2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209 
2301,2302,2308,2309 
2401,2402,2403 
2501 
2815.11 
3003,3004,3006 
3102,3103,3104,3105 
3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215 
3301,3302,3303,3304,3305,3306,3307 
3401,3402,3403,3404,3405,3406,3407 
3504,3506 
3604,3605,3606 
3702,3703,3704,3707 
3808,0814,3820,3824 
3916,3917,3918,3919,3920,3921,3922,3923,3924,3925,3926 
4006,4007,4008,4009,4010,4011,4012,4013,4014,4015,4016,4017 
4202,4203,4204,4205,4206 
4303,4304 
4402,4410,4411,4412,4413,4414,4415,4416,4417,4418,4419,4420,4421 
4601,4602 
4802,4803,4809,4814,4815,4816,4817,4818,4819,4820,4821,4823 
4905,4909 
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第50類 
第51類 
第52類 
第53類 
第54類 
第55類 
第56類 
第57類 
第58類 
第60類 
第61類 
 
第62類 
 
第63類 
第64類 
第65類 
第66類 
第67類 
第68類 
第69類 
第70類 
第71類 
第72類 
第73類 
第74類 
第76類 
第82類 
第83類 
第84類 
 
 
 
 
第85類 
 
 
第87類 
第89類 
第90類 
 
第91類 
第92類 
第94類 
第95類 
第96類 
 

5007 
5111,5112,5113 
5208,5209,5210,5211,5212 
5309,5310,5311 
5407,5408 
5512,5513,5514,5515,5516 
5601,5602,5603 
5701,5702,5703,5704,5705 
5801,5802,5803,5804,5805,5806,5807,5808,5809,5810,5811 
6001,6002 
6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,6112,6113,6114,6115,6116,
6117 
6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6213,6214,6215,6216,
6217 
6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310 
6401,6402,6403,6404,6405,6406 
6501,6502,6503,6504,6505,6506,6507 
6601,6602,6603 
6704 
6804,6810,6815 
6902,6903,6907,6908,6910,6911,6912,6913,6914 
7003,7004,7005,7009,7010,7212,7013,7014,7015,7018,7020 
7113,7114,7116,7117（第99－140号改正） 
7216 
7311,7315,7317,7318,7319,7320,7321,7322,7323,7324 
7415,7416,7417,7418 
7607,7612,7613,7615,7616 
8201,8202,8203,8204,8205,8206,8207,8208,8209,8210,8211,8212,8213,8214,8215 
8301,8302,8303,8304,8305,8306 
8403,8404,8405,8407,8408,8409,8413,8414,8415,8416,8417,8418,8419,8421,8422,8423,
8424,8425,8426,8427,8428,8429,8430,8431,8432,8433,8434,8435,8436,8437,8438,8440,
8441,8442,8443,8445,8446,8448,8450,8451,8452,8453,8456,8457,8458,8459,8460,8461,
8462,8463,8465,8466,8467,8468,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8476,8477,8479,8480,
8481,8482,8483,8484,8485 
8501,8502,8503,8504,8505,8506,8507,8508,8509,8510,8511,8512,8513,8514,8515,8516,
8517,8518,8519,8520,8521,8522,8523,8524,8525,8526,8527,8528,8529,8531,8532,8533,
8534,8535,8536,8537,8538,8539,8540,8541,8542,8543,8544,8545,8546,8547,8548 
8701,8702,8703,8704,8705,8706,8707,8708,8711,8712,8713,8715,8716 
8903 
9001,9002,9003,9004,9005,9006,9009,9010,9011,9012,9015,9016,9017,9018,9019,9024,
9025,9026,9027,9028,9029,9031,9032,9033 
9101,9102,9103,9104,9105,9106,9107,91089109,9110,9111,9112,9113,9114 
9201,9202,9113,9114 
9401,9402,9403,9404,9405 
9501,9502,9503,9504,9505,9506,9507,9508 
9603,9604,9605,9607,9608,9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617 
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〔別表 6-3〕 輸入セット物品 

HS 番号 品目名 
3006.50 
 
3407.00.20.00 
 
6103.21- 6103.29 
 
6104.21- 6104.29 
 
6203.21- 6203.29 
 
6204.21- 6204.29 
 
6308 
 
 
8206 
 
 
8214.20 
 
8215.10- 8215.20 
 
 
 
8518.30.30.00 
 
8518.50 
 
9017 
 
9503 
 
9605 

救急箱と救急台 
 
歯科用ワックスまたは歯科用臨床材料のうちセットのもの 
 
男子または少年用のアンサンブル(メリヤス編物または織物を織るもの) 
 
女子または少女用のアンサンブル(メリヤス編物または織物を織るもの) 
 
男子または少年用のアンサンブル(メリヤス編物または織物を織るものは除外) 
 
女子または少女用のアンサンブル(メリヤス編物または織物を織るものは除外) 
 
HS 6308 のうちラグ、 タペストリー、刺繍したテーブルクロスまたは紡績用織物お
よび糸から成るセット 
 
HS 8202 ないし 8205 に該当する二つ以上の工具が小売用としてセットになっている
もの 
 
HS 8214.20 のうちマニキュアまたはペディキュアセット 
 
スプーン、フォーク、ひしゃく、しゃくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、
バターナイフ、砂糖鋏みその他これらと類似する台所用具および食卓用品が組合わ
されたセット 
 
マイクロフォン、スピーカー複合セット 
 
音響増幅セット 
 
HS 9017 のうち製図セット(Drawing Set) 
 
HS 9503 のうちセット製品 
 
個人用の旅行セット 
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（５）原産地基準 

   原産地を決定する基準には、完全生産基準と実質的変更基準がある。 

   まず、完全生産基準は、当該物品の全部を生産した国を原産地とする基準で、主に天然生産品

または天然生産品で物品の全部を一カ国で製造した商品に適用する。 

   次に、実質的変更基準は、物品が二カ国以上で生産された場合、当該物品が実質的に変化する

生産工程を最終的に行う国を原産地とする基準である。 

   原産地基準の適用手続きを図式化すると次のとおりである。 

 

原産地基準の適用手続き 

関税庁長が指定
した例外品目

加工工程基準

追加条件審査

原産地決定 原産地決定 原産地決定

全ての対象品目 産業資源部長官が指定
した特定産地品目

細番変更基準 付加価値基準

当該物品の原料使用および生産過程　検討

当該物品が特定国内で
完全に生産された場合

当該物品の製造に２カ国以
上の原料が投入された場合

完全生産基準 実質的変形基準
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４．輸入価格表示制度 

 韓国では「物価安定に関する法律」（制定1957年12月31日法律第2798号、最新改正1997年12月31

日）第３条（価格の表示）に基づき特定物品について販売価格表示および単位価格表示を義務付けて

いる。ただし、食品については、単位価格表示のみが義務付けられている。 

 産業資源部2000-63号（2000年７月５日付「価格表示制実施要領」）による主要関連条文をみると

次のとおりである。 

 

第６条（表示対象品目）単位価格の表示対象品目は別表２(P.42 参照)のとおり。 

 

第７条（表示義務者の指定等）単位価格の表示義務者は第４条第２号の規定による小売店舗を運営す

る販売業者とし、表示義務者は第６条の規定による表示対象品目に対して単位価格を表示しな

ければならない。 

 

第８条（表示単位）①一般化された計量・規格単位を利用した10進数の重量、容積単位（g、kg、ml、

l、枚、m等）を使用して別表２の表示単位を原則として表示する。 

②表示単位価格は１ウォンとし、１ウォン以下は四捨五入して表示する。 

 

第９条（表示方法）①単位価格はラベル、スタンプ、荷札または一覧表などを作り、個別商品に表示

しなければならない。ただし、取扱商品の種類および内部陳列状態などに従い個別商品に表示

することが困難な場合には陳列された棚のすぐ下などに消費者が最もみやすい方法で別途表示

することができる。 

②冷凍、冷蔵、保管商品または特別に陳列された商品と在庫商品に対する単位価格表示はその商品

が陳列された隣接部位に消費者がわかりやすく別途表示することができる。 

③単位価格表示のためラベルなどは単位価格と販売価格、商品の容量、規格などの情報を含め、消

費者がわかりやすく表示する。 

 商品および様々な商品が複合的に包装された商品と１個の規格で１個の商品だけを生産する場

合には単位価格を表示しないこともできる。 
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付    則 

①（施行日）この告示は告示した日から施行する。ただし、単位価格表示義務がある品目および勧奨

消費者価格等の表示禁止品目で、追加新設された品目に対しては、2000.10.1から施行する。 

②（経過措置）１．単位価格表示義務者はこの告示により表示対象品目に追加新設された品目に対し

ては、2000年10月１日以降販売する商品から単位価格表示をしなければならない。 

２．勧奨消費者価格等の表示禁止義務者は、この告示によって表示禁止対象品目として追加新設さ

れた品目に対しては、2000.10.1以降出庫される商品から、その商品カタログ等に勧奨消費者

価格等の表示をすることができる。 

 

〔別表２〕 単位価格表示義務がある品目 

品目 表示単位 表示方法 
ハム類 10g 

  牛乳 100mg 
  砂糖 100g 

コーヒー 10g 
チーズ 10g 
食用油 100ml 

  胡麻油 10ml 
 マヨネーズ 100g 
  醤油 100ml 

 
 
 
加 
工 
食 
品 

  マッサル 100g 
  ラップ m 
  ホイル m 
  化粧紙 10m 
  粉末洗剤 100g 

日用
雑貨 

 繊維柔軟剤 100ml 

 
<表示方法の例示> 

品目  内容量  10ml当たり   販売価格 
         価格（ウォン） （ウォン） 
胡麻油  300ml   157       4,710 
 
 
 
品目  内容量  10g当たり    販売価格 
         価格（ウォン） （ウォン） 
ハム類  80g    200       1,600 
 

注：マッサルとはマテ貝の中味である。 
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５．割当関税制度 

 割当関税制度は、関税法第71条に規定されている。同制度は国内産業育成のための円滑な物資需給

または産業競争力強化のため必要とする物品の輸入促進と原資材輸入による製品の国内価格の安定を

図って制定されているものであり、関税率を引き下げるなど政府は半年ごとに割当関税品目を公告し

ている。 

 また、政府は特定物品の輸入を抑制する必要がある場合、一定以上の数量を超える輸入品に対し、

基本税率より高い税率を賦課している。 

 しかし、韓国政府は輸入を抑制するための割当関税の適用はバナナに適用するのみであり、他品目

への適用はこれまで行われていない。バナナの場合をみると、1989年から輸入が自由化されるととも

に、基本税率30％より高い70％の割当関税率を適用しているが、99年７月１日から調整関税に転換、

60％の関税率を適用している。 

 政府が告示した99年７月から適用する割当関税品目および関税率、そして輸入制度などの内容は次

のとおりである。 

 関税法（制定1967年11月29日 法律第 1976号、最新改正2000年12月29日 法第6305号） 

第71条（割当関税） 

①次の各号の１に該当する時には100分の40の範囲内の率を基本税率に鑑みて関税を賦課することが

できる。この場合必要と認められる時には、その数量を制限することができる。 

１．円滑な物資需給または産業競争力強化のために特定物品の輸入を促進させる必要がある場合 

２．輸入価格が急騰した物品またはこれを原材料とする製品の国内価格の安定のために必要な場合 

３．類似物品間の税率が顕著に不均衡で、これを是正する必要がある場合 

②特定物品の輸入を抑制する必要がある時には一定の数量を超過して輸入される分に対して100分の

40の範囲内の率を基本税率に加算して関税を賦課することができる。ただし、農林畜産物の場合に

は基本税率に同種物品・類似物品または代替物品の国内外価格差に相当する率を加算した率の範囲

内で関税を賦課することができる。 

③第１項および第２項の規定による関税を賦課しなければならない対象物品・数量・税率と適用期間

等は大統領令により定める 
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<関税法施行令> 

92条（割当関税）①関係部署の長または利害関係人は、法第71条１項の規定により割当関税の賦課を

要請しようとする時には、当該物品に関連する次の各号の事項に関する資料を財政経済部長官に提出

しなければならない。 

 １．第91条第１項第１号ないし第５号の事項に関する資料 

２．当該割当関税を適用しようとする税率・引下げ理由およびその適用期間 

３．法第71条第１項後段の規定により数量を制限しなければならない時には、その数量および算出

根拠 

②関係部署の長または利害関係人は法第71条第２項の規定により割当関税の賦課を要請しようとす

る時には、当該物品に関連する次の各号の事項に関する資料を財政経済部長官に提出しなければ

ならない。 

１．第91条第１項第号ないし第５号の事項に関する資料 

２．当該割当関税を適用しなければならない税率・引下げ理由およびその適用期間 

３．基本関税率を適用しなければならない数量およびその算出根拠 

４．法第71条第２項但書の規定による農林畜産物の場合には最近２年間の月別または分 

  期別同種物品・類似物品または代替物品別国内外価格動向 

③法第71条の規定による一定数量の割当は当該数量の範囲内で主務部長官またはその委任を受けた

者の推薦により行う。ただし、財政経済部長官が定める物品においては輸入申告順位によるが、

一定数量に達する日の割当はその日に輸入申告される分を当該数量に比例して割り当てる。 

④第３項の規定により、主務部長官またはその委任を受けた者の推薦を受けた者は、当該推薦書を

輸入申告受理前までに税関長に提出しなければならない。 

⑤法第71条の規定による一定数量までの輸入通関実績の確認は関税庁長がこれを行う。 

⑥財政経済部長官は第１項および第２項の規定による割当関税の適用に関して必要な事項を調査す

るために必要だと認められる時には、関税機関・輸出者・輸入者その他利害関係人に関係資料の

提出その他必要な協調を要請することができる。 

 

上記関税法第71条および同法施行令第92第３項の規定に基づき、農林部および産業資源部は

所管品目に対する割当関税の内容および税率、そして輸入数量の内容を公告している。 
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大統領令第17,018号，2000.12.30 

関税法第71条の規定により農林部所管割当関税適用品目に対する推薦要領 

は次のとおりである。 

 

<関税法第71条の規定による割当関税の適用に関する規定> 

〔大統領令 第17,018号, ’00.12.30〕 

付   則〔 大統領令 第17,018号, ’00.12.30〕 

 

①（施行日）この令は2001年１月１日から施行する。 

②（適用時限）別表１（ｐ．46参照）の改正規定は2001年６月30日までに輸入申告される物品に限っ

てこれを適用する。 
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〔別表１〕2001年６月30日までに関税率を引下げて適用する物品 

関税率表 
番  号 

品  名 規       格 
税率 
％ 

限界数量 

0404 
 
0601 
 
0714 
 
 
 
 
1001 
1002 
1003 
1005 
 
 
1007 
1201 
 
1214 
1214 
 

 
2308 
 
 
 

 
1518 
 
 
 

 
2302 
 
 
2306 
 
 
 

 
2402 
 
 
 

 

油醤と変性油醤 
 
百合鱗茎 
 
マニオク 
（キャッサバ芋） 
 
 
 
小麦 
ライ麦 
ビール麦 
トウモロコシ 
 
 
麦芽 
大豆 
 
アルパル葱 
飼料用根菜類および
その他飼料用植物 
 
飼料用の植物性物
質・植物性ウェイス
ト・植物性粕類およ
び副産物 
 
動物性または植物性
油脂とその分別物お
よびこれらの混合物
または調整品 
 
ふすま 
 
 
オイルケーキおよび
その他固形の油粕 
 
 
 
シガー・シェルー
ト・シガリロおよび
葉巻（たばこまたは
たばこ代用物である
ものに限る） 

飼料用に限る。 
 
休眠状態のものに限る。 
 
次の各号のものに限る。 
１．チップ状の物で酒精用に限
る。 
２．ペレット状の物で飼料用に限
る 
飼料用に限る。 
飼料用に限る。 
 
次の各号に限る 
１．飼料用 
２．加工用 
ビール製造用に限る。 
菜種油および脱脂大豆粕用に限
る。 
飼料用に限る。 
飼料用に限る。 
 
 
関税・統計統合品目分類表上
2308.90.9000号のもので、飼料用
に限る。 
 
 
飼料用に限る。 
 
 
 
 
飼料用に限る 
 
 
飼料用で、次の各号のものに限
る。 
１．綿の実のもの 
２．菜種またはヒマワリの種のも
の 
地方税法 第229号の規定により
たばこ消費税が賦課されるものに
限る。 
 
 

８ 
 
４ 
 
 
10 
 
２ 
 
１ 
２ 
15 
 
０ 
１ 
15 
0.5 
 
１ 
２ 
 

 
２ 
 
 
 

 
４ 
 
 
 

 
2.5 
 

 
2.5 
2.5 
 
 
 
 
0 

15,840 M/T 
 
 600 M/T  
 
 
150,000 M/T  
 
296,000 M/T 
 
768,000 M/T 
296,000 M/T  
60,000 M/T 
 
4,297,000 M/T 
1,000,000 M/T 
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2403 その他製造たばこ、
製造したたばこ代用
物、均質化または再
構成したたばこおよ
びたばこエキスとエ
ッセンス 

地方税法 第229号の規定により
たばこ消費税が賦課されるものに
限る。 
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６．主要関連法律改正の概要 

（１）農産物品質管理法の制定 

 韓国政府は従来の農産物検査法を廃止し、新たに農産物品質管理法（制定2000年１月21日  

法律第6191号）を制定公布した。農産物品質管理法の制定は農産物の適正な品質管理を通じて農

産物の商品性を高め、公正な取引を誘導することによって農業関係者の所得増大と消費者保護に

寄与することを目的とする。 

 

①制定理由 

 韓国の農産物の競争力を高め、消費者へ安全かつ品質の良い農産物を生産・供給できるように

するため、地理的特性を持っている優れた農産物には特定地域で生産する特産物であることを表

示するなど、農産物の品質管理制度を補強する一方、農産物加工産業育成および品質管理に関す

る法律で定めている農産物の品質管理制度関連規定と農産物検査法を統合して農産物の品質管理

に関してより総合的かつ体系的な制度を制定するものである。 

 

②主要内容（2002.1.14 法律 第6595号） 

・農林部長官は農産物（環境に優しい農業育成法 第16条第１項の規定により環境に優しい農

産物のうち、一般的な環境に優しい農産物でない、環境に優しい農産物を除外する）の品質

向上および消費者保護のための品質認証をすることができる。（法 第５条） 

・農林部長官は農業人が自ら農産物の品質を向上させ、自主品質管理ができるようにするため

に、生産者団体を品質認証機関として指定し、第５条第１項の規定により、品質認証をでき

るようにする。（法 第７条） 

・農林部長官は地理的特性を持った優秀農産物およびその加工品の品質向上と地域特化産業へ

の育成および消費者保護のために、地理的表示の登録制度を実施する。（法 第８条） 

・農林部長官や、特別市長・広域市長または道知事（以下“市・道知事”という）は農産物の

品質向上と安全な農産物の生産・供給のために、次の各号の資材等と農産物に対して残留す

る農薬・重金属・カビ毒素・食中毒菌および抗生物質その他農林部令が定める有害物質が農

林部令が定める残留許容基準等（貯蔵段階および出荷され、取引される前段階の農産物の場

合には食品衛生法等の関係法令による残留許容基準等）の超過有無に関する調査（以下“安

全性調査”という）を大統領令が定めるところによって実施しなければならない。（法 第

12条） 
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・農林部長官または市・道知事は第12条第１項の規定により、農産物の生産のために利用また

は使用する土壌・用水・資材等と生産段階の農産物に対して安全性調査をした結果、第12条

第１項の規定により、農林部令が定める残留許容基準等を超過する時には、当該農産物を生

産する者等に次の各号の事項を書面で告知しなければならない。（法 第14条） 

・農林部長官は農産物の流通秩序確立等のために必要と大統領令が定めた場合には、農産物お

よびその加工品を販売したり、加工する者に対して原産地を表示するようにしなければなら

ない。（法 第15条） 

・農林部長官は消費者に正しい購買情報を提供するために必要と大統領令が定めた場合には、

遺伝子組換え農産物を販売する者に対して遺伝子組換え農産物であることを表示させるよう

にしなければならない。（法 第16条） 

・農林部長官は公正な流通秩序確立と消費者保護のために必要と認められる場合には、政府が

収買したり、輸出または輸入する農産物等大統領令が定める農産物に対して検査を実施する。

（法 第19条） 

・農産物の生産者、消費者または流通業者等は農産物の取引および輸出・輸入を円滑にするた

めに必要な場合には、農産物の品位・成分・残留農薬等に対する検定（以下“検定”とい

う）をしてくれるよう農林部長官に申請することができる。（法 第27条） 

・農林部長官は農産物の公正な流通秩序確立のために消費者団体または、生産者団体の会員・

職員等を農産物名誉監視員として委嘱し、農産物の流通秩序に対する監視・指導・啓蒙をす

るようにできる。（法 第29条） 

・農林部長官は第15条の規定による農産物の原産地の表示に違反した者を主務官庁または捜査

機関に申告または告発した者等に対して大統領令が定めるところにより、報奨金を支給する

ことができる。（法 第30条） 

 

（２）輸入承認制度の改善 － 統合公告の改正 

政府はIMFとの資金支援協議の際に合意した輸入証明手続きの透明性の向上および手続きの簡素

化を推進するため、品目別輸入条件を規定している個別法令上の輸入要領および手続きを検討した

結果、計23法令56件の輸入関連制度を改善することにし、98年８月15日、IMFに提出した。 

 改正主要内容は次のとおりである。 
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改正主要内容（輸入） 

法 律 主要改正内容 
検疫法 動物毛皮や毛髪で製造された製品を輸入する際の炭痘菌の検査制度を廃止 
薬事法 ・臨床試験用医薬品販売 証明書の提出義務を免除 

・化粧品併行輸入のとき製造証明書の提出義務を廃止 
食品衛生法 食品の輸入申告を行う際、電子文書交換方式を許容 
石油事業法 石油輸入推薦制度を廃止 
外国刊行物輸入配布に関する法 輸入業者登録制度の廃止、輸入推薦対象を北朝鮮および反国家団体が発行する刊行

物・写真集などに限定 
酒税法 酒類輸入業、製造業、仲介業の免許なしに酒類を輸入・販売してきた韓国観光公社

に対する特例を廃止 
自動車管理法 自動車シャッシなど非完成車は型式承認なしに輸入 
畜産物加工処理法 畜産物の品目別輸入要領を統合公告に反映 
電気通信基本法 別定通信事業者まで型式承認免除範囲を拡大 
自然環境保全法 滅種危機および保護野生動物分類上の変更を反映 
有害化学物質管理法 輸入申告対象有毒物の追加指定 
水産業法 
水産物検査法 

養殖用水産物の輸入を行う際の移植承認機関の変更 
（海洋水産部長官→国立水産振興院長） 
移植承認対象輸入品目の追加指定（ワカメ、青海苔など４品目） 
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７．食品に関する規制 

（１）食品の定義 

韓国における食品および添加物などについては、食品衛生法（1998年12月最新改正）第２条で次

のように定義している。 

ア．「食品」とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品として摂取するものは除外する。 

イ．「食品添加物」とは、食品の製造・加工または保存において食品に添加・混合・浸潤・その

他の方法で使用される物質をいう。 

ウ．「化学的合成品」とは、化学的手段によって元素または化合物に分解反応以外の化学反応を

起こし得る物質をいう。 

エ．「器具」とは、飲食器と食品または食品添加物の採取・製造・加工・調理・貯蔵・運搬・陳

列・授受または摂取に使用されるもので、食品または食品添加物に直接接触する機械・器

具・その他の物をいう。 

オ．「容器・包装」とは、食品または食品添加物を入れたり、包んだりする物品で、食品または

食品添加物を授受するとき共に引き渡される物品をいう。 

カ．「食品衛生」とは、食品・食品添加物・器具または容器・包装を対象にする飲食に関する衛

生をいう。 

 

（２）食品等の規格・基準 

食品衛生法第12条（食品などの公典）に基づき食品・食品添加物の基準・規格・器具および容

器・包装の基準・規格、食品などの表示基準などについて、保健福祉部長官が食品公典・食品添加

物公典を作成・普及している。 

 

（３）輸入食品等の表示事項 

輸入される食品などについては、食品などの表示基準（食品医薬品安全庁告示 

第2002-49号 2002年８月27日付 最新改正）第４条（表示事項）に基づき、次の事項を表示する。 

ア．製品名（器具または容器・包装は除く） 

イ．食品の類形（食品添加物・器具または容器・包装は除く） 

ウ．企業名および所在地 

エ．製造年月日（別途定める製品に限る） 

オ．流通機関（食品添加物、器具または容器・包装は除く） 
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カ．内容物（器具または容器・包装は除く） 

キ．成分または原材料（器具または容器・包装は材質を表示する）および含有量（原材 料を製

品名または製品名の一部に使用する場合に限る） 

ク．成分名および含有量（成分表示をしようとする食品および成分名を製品名または製品名の一

部に使用する場合に限る） 

ケ．栄養成分（別途定める製品に限る） 

コ．その他食品などの細部表示基準で定める事項 

 

（４）輸入食品等の表示方法 

同告示第５条（表示方法）では食品など（輸入される食品などを含む。以下同じ）の主要表示方

法は次のとおりである。 

カ．第４条第１号の規定による製品名、同条第２号の規定による食品の類形および同条第７号の

規定による内容量は主表示面に表示しなければならない。 

イ）第１号の規定による主表示面に表示しなければならない事項外の表示事項は消費者が容

易に見分けることのできる一定の場所に一括表示しなければならない。ただし、表示事項

中第４条第4号による業者名および所在地、同条第10号の規定による栄養成分または同条

第11号の規定によるその他食品等の細部表示基準で定める事項はその限りでない。 

キ．表示事項は消費者に販売する製品の最小販売単位別容器・包装に表示しなければならない。

ただし、衛生上危害が発生するおそれがある少ない内部包装された乾菓類、キャンディー類、

チョレート類、ガム類は販売業者に供給する製品の最小流通単位別容器・包装に表示するこ

とができる。 

ク．表示事項は消費者が容易に見分けることができるよう基本色と区別される色で表示するが、

次に規定する活字の大きさにしなければならない。ただし、回収して再利用する納税ビン蓋

製品の場合にはその限りでない。 

イ）食品の類形および内容量の活字は12ポイント以上としなければならない。ただし、製品

名が22ポイント未満の場合には食品の類形および内容量の活字を７ポイント以上とするこ

とができる。 

ロ）製造年月日、品質保証期限、原材料名、成分および含有量の活字は７ポイント以上とし

なければならない。 

ハ）製品名、業者名および所在地、栄養成分およびその他食品等の細部表示基準で定める事
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項の活字は６ポイント以上としなければならない。 

ケ．表示は消えないインク・刻印または焼印等を使用してハングルでしなければならないが、消

費者の理解を助けるために漢字や外国語は混用したり、併記して表示することができ、この

場合漢字や外国語はハングル表示の活字と同じか小さいサイズの活字で表示しなければなら

ない。ただし、輸入される食品等と商標法に基づいて登録された商標は外国語をハングル表

示の活字より大きく表示することができる。 

コ．容器や包装は他の製造業者の表示があるものを使用してはならない。ただし、食品に有害な

影響を及ぼさない容器で、一般市場に流通販売する目的でない、他の会社の製品原料として

提供する目的で使用する場合にはその限りでない。 

 

（５）輸入申告 

販売を目的とするか、営業上使用する食品などを輸入しようとする者は、食品衛生法第16条

（輸入食品などの申告など）に基づき保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長に申告しなければな

らない。 

 

第16条の全文は次のとおりである。 

①販売を目的とするか、営業上使用する食品などを輸入しようとする者は、保健福祉部令が定め

るところにより、保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長へ申告しなければならない（1998年２

月28日 本項改正） 

②保健福祉部長官、食品医薬品安全庁長官は必要であると認めるときには、第１項の規定により

申告された食品などに対しては通関手続き完了前に税関公務員または検査機関に必要な検査を

させることができる。この場合、保健福祉部長官・食品医薬品安全庁長が定める国内外検査機

関で検査を受け、その検査成績書または検査証明書を提出するときにはこれを前段の規定によ

る検査と判断、またはその検査項目を調整して検査を行うことができる。（1998年２月28日 

本項改正） 

③第２項の規定による検査の種類および対象検査方法、その他の検査に関して必要な事項は保健

福祉部令で定める（1995年12月29日 本条改正） 

なお、同法施行規則第11条(1998年10月19日改正)に基づき、次の場合は輸入申告の義務が免除

される。 

－韓国駐在外国大使館・公使館・領事館およびこれに準ずる機関が輸入する公用の食品等 
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－旅行者が携帯する自家消費用として認められる食品等 

－外国の経済水域で当該国船舶との共同漁業で採取し、国内船舶で冷凍または加工された水産

物 

－政府または地方自治体が直接使用する食品等 

 

（６）輸入検査 

食品検査は食品衛生法施行規則第11条（食品などの輸入申告）に基づき食品の種類や用途など

によって書類検査の官能検査、精密検査、無作為本検査、輸入食品名、目的外用途使用承認など

に区別して検査を行う。 

 また、食品医薬品安全庁は2000年５月15日付告示第2000-20号で輸入食品などの検査指針を告

示した。同告示では事前輸入申告の処理（第３条、）同一会社・同一食品などの認定（第５条）、

食品などの検査（第８条）、不適合な輸入食品などの処理（第11条）などが明記されている。 

 なお、輸入検査については、参考資料１「輸入食品などの検査指針」を参照。 

 

（７）食品の輸入禁止 

食品衛生法第４条（危害食品などの販売など禁止）に基づき、次の各号のいずれかに該当する

食品などは販売または販売目的で採取・製造・輸入・加工・使用・調理・貯蔵または運搬・陳列

することはできない。 

ア．腐っていたり、傷がついていたりするもの、または完全に熟していないもので、人体の健康

を害するおそれがあるもの。 

イ．有害・有害物質が含まれているもの、またはそのようなおそれがあるもの。 

ただし、食品医薬品安全庁長が認めるものは例外とする。 

ウ．病院微生物により汚染されているか、その疑いがあって、人体の健康を害するおそれがある

もの。 

エ．不潔であったり、他の物質が混入または添加されていたりするなど、人体の健康を害するお

それがあるもの。 

オ．第22条（営業の許可等）第１項または第５条の規定により営業の許可を受けなければならな

い場合、または申告すべき場合、許可または申告していない者が製造・加工したもの。 

カ．輸入が禁止されているもの、または第16条（輸入食品などの申告等）第１項の規定により輸

入申告をしなければならないにもかかわらず、申告しないで輸入したもの。 
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８．食品表示の具体的制度 

（１）概要 

食品表示規制に関する法規は食品衛生法に基づいて定められている。食品表示関連の法条文を

みると次のとおりである。 

<関連条文> 

◇ 食品衛生法 

第10条（表示基準）① 食品医薬品安全庁長は国民保健上特に必要だと認める時には、販売を

目的とする食品または食品添加物と第９条第１項の規定による基準または、規格が定められた

器具と容器・包装の表示に関して必要な基準を定め、これを告示することができる。ただし、

生物の遺伝子のうち、有用な遺伝子のみを採って他の生物体の遺伝子と結合させる等の遺伝子

再組換え技術を活用して栽培・育成された農・畜・水産物等を原料として製造・加工した食品

または食品添加物の場合には、その表示に関して必要な基準を定め、これを告示する。<改正 

1995.12.29, 1995.5.24, 2000.1.12> 

② 第１項の規定により表示に関する基準が定められた食品等はその基準に合う表示がなけれ

ばこれを販売したり、販売の目的で輸入・陳列または運搬したり営業上使用できない。<改正 

1995.12.29> 

〔施行日 2001.7.13：第10条第１項但書〕 

  部告示 第95-67号制定）を99年２月18日付食品医薬品安全庁告示 第99-15号で改正した。 

（２）関連告示の内容 

食品などの表示基準（食品医薬品安全庁告示 第2002-49、2002年８月27日付 最新改正） 

 

食品などの表示基準 

第１条（目的）この告示は食品衛生法（以下“法”という）第10条の規定に基づき、食品、食品添加

物、器具または容器・包装（以下“食品等”という）の表示基準に関する事項を規定すること

で、食品等の衛生的な取扱いを図り、消費者に正確な情報を提供することを目的とする。 

第２条（用語の定義）この告示で使用する用語の定義は次のとおり。 

１．“製品名”とは個々の製品を表す固有の名称をいう。 

２．“食品の類形”とは法第７条の規定による食品等の基準および規格の最小分類単位をいう。 

３．“製造年月日”とは包装を除いたそれ以上の製造や加工が必要ない時点（包装後滅菌およ

び殺菌等のような製造工程を経る製品は最終工程を終えた時点）をいう。ただし、カプセ
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ル製品は充填・成型完了時点で、小分け販売する製品は小分け用完了製品の製造年月日、

完了製品の保存性が変わらない単純加工処理のみを行う製品は完了製品の包装時点とする。 

４．“流通期限”とは製品の製造日から消費者に販売が許容される期限をいう。 

５．“原材料”とは任意に加わる精製水を除いた食品または食品添加物の製造・加工または調

理に使用される物質で、最終製品内に入るものをいう。 

６．“成分”とは製品に別に添加する栄養素または非栄養素や製品に別に添加しない食品また

は食品添加物の製造・加工または調理に使用された原材料の構成要素をいう。 

７．“栄養素”とは食品に含有された成分でエネルギーを供給したり、人体の成長、発達、維

持に必要なもの、または欠乏時、特別な生化学的、生理的変化が起こるものを言い、栄養

素のうち、“糖類”とは食品内に存在する全ての単糖類と二糖類をいう。 

８．“１人分量”または“１回分量”とは製品の特性によってその主要消費階層が１回摂取す

るのに適当な量をいう。 

９．“栄養成分表示”とは製品の一定量に含有された栄養素の含量を表示することをいう。 

10．“栄養強調表示”とは製品に含有された栄養素の含有事実または含有程度を“無”、

“低”、“高”、“強化”、“添加”、“減少”等の特定の用語を使用して表示するもの

で、次のものをいう。 

イ．“栄養素含量強調表示”：栄養素の含有事実または含有程度を“無○○”、“低○○”、

“高○○”、“○○含有”等のような表現でその栄養素の含量を強調して表示するもの

をいう。 

ロ．“栄養素比較強調表示”：栄養素の含有事実または含有程度を“より少なく.”、“一

層”、“強化”、“添加”等のような表現で、同じ類形の製品と比較して表示するもの

をいう。 

11.“栄養素基準値”とは消費者が一日の食事中で、該当食品が占める栄養的価値をより良く

理解し、食品間の栄養素を容易に比較できるよう食品表示で使用する栄養素の平均的な１

日摂取基準量をいう。 

12．“主表示面”とは容器・包装の表示面中、商標、ロゴ等が印刷されており、消費者が食品

または食品添加物を購買する時通常目にする面をいう。 

13．“主原料”とは法第７条の規定による食品の基準および規格で定めた成分配合基準以上の

原材料または各々の食品の主用途、製品の特性等を考慮して他の食品と区別、特定するた

めに使用される原料をいう。 
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第３条（表示対象）表示対象食品等は次のとおり。 

１．食品または食品添加物 

イ．食品衛生法施行令（以下“令”という）第７条第1号の規定による食品製造・加工業お

よび同条第２号の規定による即席販売製造・加工業の申告をし、製造・加工する食品。

ただし、食用氷の場合には５キログラム以下の包装製品に限る。 

ロ．施行令第７条第３号の規定による食品添加物製造業の許可を受けて製造・加工する食品

添加物 

ハ．施行令第７条第５号イ目の規定による食品小分け業として申告をし、小分けする食品ま

たは食品添加物 

ニ．放射線で照射処理した食品 

ホ．輸入食品または輸入食品添加物 

ヘ．イ目ないしヘ目以外の容器・包装に入れられた食品または輸入された自然状態の農・

林・畜・水産物で、容器・包装に入れられたもの。ただし、食品の保存のためにビニー

ルラップ（Wrap）等で内容物を確認できるよう透明に小包装したものは除外する。 

２．器具または容器・包装（輸入製品を含む） 

イ．法令第９条第1項および第２項の規定により、基準および規格が定められた器具または

容器・包装 

ロ．陶器類 

 

第４条（表示事項）食品等の表示事項は次のとおり。 

１．製品名（器具または容器・包装は除外する） 

２．食品の類形（別に定める製品に限る） 

３．<削除 99.2.18> 

４．業者名および所在地 

５．製造年月日（別に定める製品に限る） 

６．流通期限（食品添加物と器具または容器・包装は除外する） 

７．内容量（器具または容器・包装は除外する） 

８．原材料名（器具または容器・包装は材質で表示する）および含量（原材料を製品名または

製品名の一部で使用する場合に限る） 
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９．成分名および含量（成分表示をしようとする食品および成分名を製品名または製品名の一

部に使用する場合に限る） 

10. 栄養成分（別に定める製品に限る） 

11. その他食品等の細部表示基準で定める事項 

 

第５条（表示方法）食品等（輸入される食品等を含む。以下同様）の表示方法は次のとおり。 

１．第４条第１号の規定による製品名、同条第２号の規定による食品の類形および同条第７号

の規定による内容量は主表示面に表示しなければならない。 

1の2．第１号の規定による主表示面に表示しなければならない事項以外の表示事項は消費者が

容易に見分けられるよう一定の場所に一括表示しなければならない。ただし、表示事項の

うち、第４条第４号による業者名および所在地、同条第10号の規定による栄養成分または

同条第11号の規定によるその他食品等の細部表示基準で定める事項はその限りでない。 

２．表示事項は消費者に販売する製品の最小販売単位別容器・包装に表示しなければならない。

ただし、衛生上危害が発生するおそれが少ない内部包装された乾菓類およびキャンディー

類、チョコレート類、ガムおよびジャム類は販売業者に供給する製品の最小流通単位別容

器・包装に表示することができる。 

３．表示事項は消費者が容易に見分けられるように基本色と区別される色で表示するが、次に

規定した活字の大きさとしなければならない。ただし、回収して再利用する納税王冠製品

の場合にはその限りでない。 

イ．食品の類形および内容量の活字は12ポイント以上としなければならない。ただし、製品

名が22ポイント未満の場合には食品の類形および内容量の活字を７ポイント以上とする

ことができる。 

ロ．製造年月日、流通期限、原材料名、成分および含有量の活字は７ポイント以上としなけ

ればならない。 

ハ．製品名、業者名および所在地、栄養成分およびその他食品等の細部表示基準で定める事

項の活字は６ポイント以上としなければならない。 

４．表示は消えないインク・刻印または焼印等を使用してハングルでしなければならないが、

消費者の理解を助けるために漢字や外国語は混用したり、併記して表示することができ、

この場合漢字や外国語はハングル表示の活字と同じか小さい大きさの活字で表示しなけれ

ばならない。ただし、輸入される食品等と商標法に基づいて登録された商標は外国語をハ
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ングル表示の活字より大きく表示することができる。 

５．<削除 2000.7.28> 

６．容器や包装は他の製造業者の表示があるものを使用してはならない。ただし、食品に有害

な影響を及ぼさない容器で、一般市場に流通販売する目的でない、他の会社の製品原料と

して提供する目的で使用する場合にはその限りでない。 

 

第６条（表示事項の適用特例）次の各号の食品に対してはその食品の特性を考慮して第４条および第

５条の規定に拘わらず次のとおり表示することができる。 

１．即席販売製造・加工業の営業者が自身の製造・加工した食品を陳列販売する場合で、表示

事項を陳列箱に表示したり、別途の表示板に記載して掲示する時には個々の製品別表示を

省略できる。 

２．製品包装の特性上インク・刻印または焼印等で表示することが不可能な場合には、表示事

項が印刷されたスティッカーを使用できるが、落ちないように付着しなければならず、

缶・ビン詰めおよびビン製品等の場合には表示事項が印刷されたラベルを落ちないように

付着して使用することができる。 

３．<削除 2000.7.28> 

４．第３条第１号へ目に該当する食品は製品名（内容物の名称）、業者名、製造年月日（包装

日）、内容量、保管および取扱い方法を表示することができる。 

５．漬物食品（たくわんに限る）、豆腐類またはハタハタ等の食品を運搬用衛生ケースを使用

して販売する場合にはその運搬用衛生ケースに業者名および所在地のみを表示することが

できる。 

６．輸出食品に対しては輸入者の要求によって表示することができる。 

７．輸入食品等に対する表示方法 

イ．輸出国で流通されている食品等の場合には輸出国で表示した表示事項がなければならず、

ハングルが印刷されたスティッカーを使用できるが、落ちないように付着しなければな

らず、本来の容器・包装に表示された栄養表示等主要表示事項を隠してはならない。た

だし、ハングルで表示された容器・包装で包装して輸入される食品等の場合には表示事

項をスティッカーで付着してはならない。 

ロ．輸出国および製造会社の表示はハングル表示スティッカーに当該製品輸出国の言語で表

示することができる。 



- 61 - 

ハ．主表示面に表示しなければならない表示事項を主表示面に表示できない場合には、ハン

グル表示スティッカーに12ポイント以上の活字で表示しなければならない。 

ニ．自社の製品を製造・加工するための原料（以下“自社製品製造用原料”という）で食品

および食品添加物の場合には製品名、製造業者名と製造年月日（食品添加物に限る）ま

たは流通期限（食品に限る）を表示することができる。 

ホ．輸入される食品等のうち、次に該当するものはハングル表示を省略することができる。 

１）容器・包装に入っていない自然状態の農・林・畜・水産物 

２）自社製品用原料で、本来の容器・包装またはラベルに輸出国の製品名、製造業者名と製

造年月日または流通期限が表示された食品および食品添加物。ただし、本来の容器・包

装・またはラベルに製品名、製造業者名と製造年月日または流通期限が表示されていな

い場合にはその限りでない。 

３）対外貿易法施行令第34条の規定により、外貨獲得用に輸入される食品等。ただし、対外

貿易管理規定第4-4-1条第１号の規定により、外貨獲得用に輸入する食品または食品添

加物は国内供給時、業者名、所在地と製造年月日または流通期限を表示しなければなら

ない。 

 

第７条（食品等の細部表示基準）食品等の細部表示基準は「別紙１」(省略)のとおり（注：本報告書

の「９．食品等の細部表示基準（第７条関連）」としてまとめた）。 

 

第８条（重量等の許容誤差）第４条第７号の規定により重量または容量を表示するにおいて、その容

器・包装に表示された量と実際の量との不足量の許容誤差は「別紙２」(省略)（注：「９．食品等の

細部表示基準」に「表示された量と実際量との不足量の許容誤差（範囲）」として記載）のとおり。 
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付則（2002.8.27） 

①（施行日）この告示は告示した日から施行する。 

②（食品等の表示基準に関する経過措置）この告示施行当時営業許可を受けたり、営業申告をした者

が製造・加工・販売または輸入する食品等に対する表示基準適用においては、2003年３月31日ま

では従前の規定に基づく。 
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９．食品等の細部表示基準（第７条 関連） 

（１）食品等の一般基準 

①食品（輸入食品を含む） 

１）製品名 

ア）製品名はその製品の固有名称で、許可官庁（輸入食品の場合申告官庁）に申告または報告

する名称で表示しなければならない。 

イ）製品名は消費者を誤導したり、混同させることがないよう商号・ロゴまたは商標以外の表

現や食品衛生法施行規則第６条の規定の虚偽・過大表示・広告に該当する表現および他の類

形の食品と誤認・混同し得る表現を含めて使用してはならない。 

ウ）原材料名または成分名を製品名または製品名の一部として使用しようとする場合には、次

の各号に従う。 

（１）<削除 2000.7.28> 

（２）<削除 2000.7.28> 

（３）果実・野菜・魚・海産物・食肉等、様々な原材料を通称する名称を製品名または製品名の

一部として使用しようとする時には、２つ以上（例：果実の場合、りんご・なし・ぶどう

等）の原材料の合計量が生物を基準として15％以上でなければならない。この場合２つ以上

の原材料名とその含量を成分名表示欄に表示しなければならない。 

（４）製品の製造・加工時に使用した原材料名や成分名を製品名または製品名の一部として使用

しようとする時には、当該原材料名または成分名と含量を主表示面や原材料名または成分名

表示欄に12ポイント以上の活字で表示しなければならない。ただし、製品名の活字の大きさ

が22ポイント未満の場合には７ポイント以上の活字で表示しなければならない。また、

“味”または“香り”を出すために添加した原材料や成分を製品名または製品名の一部とし

て使用しようとする時には、原材料名または成分名の次に“味”または“香り”の字を製品

名と同じ大きさの活字で表示し、製品名の周囲にその原材料名または成分名と含量を表示し

たり、“○○香添加”または“○○香り含有”の表示をしなければならない。 

（５）２つ以上の原材料名称を互いに合成して製品名として使用しようとする時には、その成分

または原材料名とその含量を成分名表示欄に表示しなければならない。 

（６）水と副原料を除外して、最も多く入っている特定成分がその製品の特性を充足させること

ができる時には、その特定成分を製品名または製品名の一部として表示することができる。
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この場合、その特定成分の成分名と含量を成分名表示欄に表示しなければならない。 

（７）五穀米、スジョンガ（煎じたショウガ汁にハチミツや砂糖を入れ、干し柿・松の実・ニッ

ケイを加えて冷やした飲料水）、シッケ（麦芽の溶液に固めのご飯を入れ発酵させた甘酒の

一種）などのような食品で、同製品に伝来的に使用された原料が適正量含有され、通常固有

名称として使用されている成分または伝統的な食生活慣習によって製造される“のり巻き”

のうち、“のり”のような成分は製品名または製品名の一部として表示することができる。 

（８）マッサル類製品（カニマッサル、エビマッサル等）は製品の名称や図案に現れている特定

魚肉でないという表示と、含まれている主要成分の含有量または含有率および香りの名称を

表示しなければならず、その特定成分が35％未満である場合、容器や包装にその特定成分と

関連した絵や写真を表示することはできない。 

（９）<削除 2002.8.27> 

エ）乳加工品または食肉製品の基準および規格に適合しない製品は乳製品および入荷工製品ま

たは食肉および食肉製品の名称を使用してはならない。ただし、法第７条の規定により、基

準および規格が別途定められた製品においてはその限りでない。 

オ）輸入食品のうち、製品名をハングルで表示することにおいて、外国語の製品名をハングル

に翻訳して表示でき、ハングルに翻訳した製品名はア）ないしエ）の規定に適合しなければ

ならず、これを表示しようとする時には外国語の製品名と併記しなければならない。 

 

２）食品の類形 

ア）次の食品に対しては食品の類形を主表示面に表示しなければならない。 

ただし、食品の類形を製品名や製品名の一部として使用した時には、表示しないことも可能。 

（１）茶類 

（２）飲料類（その他飲料類に限る） 

（３）特殊栄養食品 

（４）健康補助食品 

（５）その他食品類中抽出加工食品 

（６）食品別基準および規格以外の一般加工食品 

（７）食品の特性や類形と関連がない仮想の名称を製品名またはその一部として使用した食品 

（８）食品別個別基準により食品類形を表示するようにした食品 

イ）ア）（６）の規定による食品別基準および規格以外の一般加工食品は、食品の類形により、
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穀類加工品、豆類加工品、薯類加工品、デンプン加工品、食用油加工品、糖類加工品、果実

類・野菜類加工品、水産物加工品、その他加工品として表示しなければならず、法第７条の

規定による食品別基準および規格上の食品群、食品種、食品類形の名称を表示してはならな

い。 

 

３）<削除 99.2.18> 

 

４）業者名および所在地 

ア）食品等製造・加工業者の場合には法第22条の規定により、営業許可や申告時許可または申

告官庁に提出した業者名および所在地を表示しなければならない。この場合所在地を表示す

るにおいて、返品交換業務を代表する所在地を表示することができる。ただし、輸入食品等

で外国の製造業者名が外国語で表示されている場合にはその製造業者名をハングルで別に表

示しないことも可能。 

イ）食品小分け業者、流通専門販売業者および食品等輸入販売業者の場合には、製造業者名

（所在地を含む）と共に、当該業者名および所在地を併行して表示しなければならない。 

ウ）ア）およびイ）の規定以外の販売業者等の業者名および所在地を併記しようとする時には、

製造業者名の表示活字と同じか、小さいサイズの活字で表示しなければならない。 

 

５）製造年月日（以下“製造日”と表示し得る）  

ア）表示対象は弁当類、砂糖、再製・加工塩および酒類（ただし、酒類の場合、製造番号また

はびん詰め年月日を表示した場合には製造日時を省略できる）に限り、弁当類の場合には製

造時間まで表示しなければならない。 

イ）弁当類以外の製品において製造者が製造日を表示する時には次の基準による。 

（１）製造日の表示は“○○年○○月○○日”、“○○○○.○○.○○”または“○○○○年○

○月○○日”の方法で表示しなければならず、製造日を一括表示カ所に表示することが難し

い場合には、当該位置に製造日の表示位置を明示しなければならない。ただし、輸入された

食品等において単純に輸出国の年、月、日の表示順序が前段の表示順序と異なる場合には消

費者が見分けやすい年、月、日の表示順序を例示しなければならない。 

（２）缶詰製品において年の表示は末尾の数字のみを、10月、11月、12月の月表示は各々O.N.D

と、１日ないし９日の表示はそのまま前に0を表示することができる。 



- 66 - 

（３）飲料類（乳酸菌飲料および殺菌乳酸菌飲料は除外する）において王冠に表示する場合には

製造“年月”のみを表示することができる。 

（４）牛乳・発酵乳または乳酸菌飲料（殺菌乳酸菌飲料を含む）においては製造“日”のみを表

示することができる 

 

６）流通期限 

ア）食品は次の区分によりその流通期限を定めて表示しなければならない。ただし、砂糖、ア

イスクリーム類、氷菓類、食用氷、菓子類のうちガム類（小包装製品に限る）と製材・加工

塩および酒類（濁り酒および薬酒は除く）は流通期限表示を省略することができる。 

（１）流通期限の表示は“○○年○○月○○日まで”“○○○○.○○.○○まで”または“○○

○○年○○月○○日まで”と表示しなければならず、流通期限を一括表示カ所に表示するこ

とが難しい場合には当該位置に流通期限の表示位置を明示しなければならない。ただし、輸

入された食品等において単純に輸出国の年、月、日の表示順序が前段の表示順序と異なる場

合には消費者が見分けやすいように年、月、日の表示順序を例示しなければならない。 

（２）製造日を表示する場合には“製造日から○○日まで”、“製造日から○○月まで”または、

“製造日から○○年まで”と表示することができる。 

（３）弁当類は“○○月○○日○○時まで”または“○○日○○時まで”と表示しなければなら

ない。 

（４）製品の製造・加工と包装過程が自動化設備で一括処理されて製造時間まで自動表示できる

場合には、“○○月○○日○○時まで”と表示することができる。 

イ）流通期限の表示は使用または保存に特別な条件が必要な場合これを共に表示しなければな

らない。この場合冷凍または冷蔵保管・流通しなければならない製品は『冷凍保管』または

『冷蔵保管』を表示しなければならず、製品の品質維持に必要な冷凍または冷蔵温度を表示

しなければならない。 

ウ）流通期限が互いに異なる様々製品を共に包装した場合には、その内の最も短い流通期限を

表示しなければならない。 

 

７）内容量 

ア）内容物の性状により重量・容量または個数で表示しなければならない。この場合内容物が

固体または半固体の場合重量で、液体の場合容量で、固体と液体の混合物（直接飲用しない
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液体を含む）の場合重量または容量で表示し、個数で表示する時には重量または容量を括弧

の中に表示しなければならない。 

イ）摂取前に捨てる液体（製品の特性により自然に発生する液体は除外）と共に包装される食

品は液体を除いた食品の重量を表示しなければならない。 

ウ）錠剤形態で製造された製品の場合には販売される一つの容器・包装内の錠剤数と総重量を、

カプセル形態で製造された製品の場合にはカプセル数と被包剤の重量を除外した内容量を表

示しなければならない。この場合被包剤の重量は内容物を含んだカプセル全体重量の50％未

満でなければならない。 

 

８）原材料名および含量 

ア）任意に加えた精製水を除外した５つ以上の成分または原材料名を表示しなければならない。

この場合法第７条の規定による食品の基準および規格で定めた主原料の原料名を優先表記し、

多く使用した順序によって表示しなければならない。 

イ）<削除 2002.8.27> 

ウ）１）製品名の規定により原材料名または成分名と含量を表示しなければならない場合には、

その含量を百分率で表示しなければならない。 

エ）次の用途で使用される食品添加物が含有された食品においてはその含有された食品添加物

の名称と用途を表示しなければならない。ただし、合成着色料中、食用色素黄色第4号とそ

のアルミニウムレーキを除外した合成着色料は用途のみ表示することができる。 
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食品添加物の名称 用   途 
サッカリンナトリウム 
アスパタン 
グリチルリチン酸２ナトリウム 
グリチルリチン酸３ナトリウム 
スクラロース 
アセスルファムカリウム 

合成甘味料 

食用色素緑色第３号 
食用色素緑色第３号アルミニウムレーキ 
食用色素赤色第２号 
食用色素赤色第２号アルミニウムレーキ 
食用色素赤色第３号 
食用色素赤色第40号 
食用色素赤色第40号アルミニウムレーキ 
食用色素赤色第102号アルミニウムレーキ 
食用色素青色第１号 
食用色素青色第１号アルミニウムレーキ 
食用色素青色第２号 
食用色素青色第２号アルミニウムレーキ 
食用色素黄色第４号 
食用色素黄色第４号アルミニウムレーキ 
食用色素黄色第５号 
食用色素黄色第５号アルミニウムレーキ 
銅クロロフィル 
銅クロロフィルリンナトリウム 
鉄クロロフィルリンナトリウム 
3-二酸化鉄 
二酸化チタニウム 
水溶性アナット 
カルミン 

合成着色料 

デヒドロ酢酸 
デヒドロ酢酸ナトリウム 
ゾルビン酸 
ゾルビン酸カリウム 
安息香酸 
安息香酸ナトリウム 
安息香酸カリウム 
安息香酸カルシウム 
パラオキシ安息香酸メチル 
パラオキシ安息香酸ブチル 
パラオキシ安息香酸エチル 
パラオキシ安息香酸プロフィル 
パラオキシ安息香酸イソブチル 
パラオキシ安息香酸イソプロフィル 
プロピオン酸 
プロピオン酸ナトリウム 
プロピオン酸カルシウム 

合成保存料 
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(BHT）di-butylhydroxytoluene 
(BHA) butylhydroxyanizol 
没食子酸(Gallic Acid)プロフィル  
エリソルビン酸 
エリソルビン酸ナトリウム 
アスコルビルテアレイト 
アスコルビルパルミテイト 
EDTA２ナトリウム 
EDTAカルシウム２ナトリウム 
ターシャリーブチルヒドロキィノン 

 
 
 
 

酸化防止剤 
 
 
 
 
 

酸性硫酸ナトリウム 
硫黄酸ナトリウム 
次亜硫酸ナトリウム 
無水亜硫酸 
メタノウチ硫酸カリウム 
メタノウチ硫酸ナトリウム 

漂白剤は“漂白剤”と、保存用は“合成
保存料”と、酸化防止剤は“酸化防止
剤”とする。 

高度漂白粉 
次亜鉛酸ナトリウム 
漂白粉 
Sodui di-chioro isocyanurate 

殺菌用は“合成殺菌剤”と、漂白用は
“漂白剤”とする。 

亜窒酸ナトリウム 
窒酸ナトリウム 
窒酸カリウム 

 
発色剤 

 

 

オ）食品の原材料として使用した可溶性成分（または抽出物）の含量を表示する時には、製品

中に含有する各々の原材料固形分含量（百分率）を共に表示しなければならない。 

 

９）成分名および含量 

製品に直接添加しない、製品に使用された原材料中に含有された成分名を表示しようとする

時には、その名称と実際その製品に含有された含量を重量または容量で表示しなければならな

い。ただし、このような成分名を栄養素強調表示に準じて表示しようとする時には、栄養素強

調表示関連規定を準用することができる。 

 

10）栄養成分名 

ア）表示対象 

（１）特殊栄養食品または健康補助食品 

（２）栄養成分表示をしようとする食品 

（３）栄養強調表示をしようとする食品（食品等の基準および規格に別途に定めているものは除

外する。） 
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イ）表示方法 

（１）栄養成分は製品が販売される時点での100グラム(g)当たり、100ミリリットル(ml)当た

りまたは、その包装が消費者が１回に摂取する量である場合には１包装当たり含有される

値で表示しなければならず、容器・包装に消費者に提供する回数を表示した場合（例：

“○○人分”または“○○回用”）には１人分量当たりまたは1回分量当たり含有された

値で表示することができる。【例：１人分量当たり○○グラム（○○人分用）または１回

分量当たり○○グラム（○○回分用）】また、液体に浸けたもので、通常その液体を摂取

しない製品は固形量に依拠した含量を基準に算出しなければならない。 

（２）栄養成分は次の区分に従って表示しなければならない。 

（ア）栄養成分表示対象食品は、熱量、炭水化物、タンパク質、脂肪およびナトリウムに対

してその名称、含量および表２の栄養素基準値に対する比率（％、熱量は除外する）を

必ず表示しなければならない。 

（イ）ビタミンと無機質（ナトリウム除外）は特殊栄養食品および健康補助食品の場合には

表２の栄養素基準値の項目全てを任意に表示することができ、それ以外の食品の場合に

はビタミンA,D,E,C,B1,B2,ナイアシン,B6,葉酸,カルシウム,リン,鉄,亜鉛に限り、任意

に表示することができるが、これを表示したり、栄養素強調表示をする時には、当該栄

養素の名称、含量および表２の栄養素基準値に対する比率（％）を表示しなければなら

ない。 

（ウ）食餌繊維、コレステロールは任意に表示できるが、これを表示したり、栄養強調表示

をする時には当該栄養素の名称、含量および表２（p．71 参照）の栄養素基準値に対

する比率（％）を表示しなければならない。 

（エ）栄養素基準値が設定されていない糖類、脂肪酸類、アミノ酸類は任意に表示できるが、

これを表示したり、栄養強調表示をする時には当該栄養素の名称および含量を表示しな

ければならない。 

（オ）幼・乳児、妊娠・授乳婦、患者等特定集団を対象にする食品に対してア）ないしエ）

の規定による栄養成分表示をする時には表２の栄養素基準値に対する比率を表示しない

ことも可能だが、これを表示しようとする時には［表１の２］「韓国人１日の栄養勧奨

量」（省略）のうち当該集団の栄養勧奨量を基準値として基準値に対する比率（％）を

表示しなければならない。 
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（３）“低”、“無”、“高（または豊富）”または“含有（または供給源）”等の用語は次の

一般基準および栄養素含量強調表示基準表に適合した場合にのみ表示することができる。 

（ア）一般基準 

１．“無”または“低”の強調表示は製造・加工過程を通して該当栄養素の含量を低めたり除去した

場合にのみ使用することができる。ただし、製造・加工をしなくても本来“無”または“低”の基

準に適合した食品の場合には同種の異なる食品も“無”または“低”の基準に適合するという表示

をすることで、“無”または“低”の表示をすることができる。 

２．飽和脂肪に対して“無”または“低”の強調表示をする時には当該製品内に含有されたコレステ

ロール含量を表示しなければならない。ただし、当該製品が“無コレステロール”基準に適合する

場合にはこれを省略することができる。 
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[表２] 

<栄養素含量強調表示基準表> 

栄養成分 強調表示 表示条件 
低 食品100g当たり40kcal未満または食品100ml当たり20kcal未満の時 熱量 
無 食品100ml当たり４kcal未満の時 
低 食品100g当たり３g未満または食品100ml当たり1.5g未満の時 脂肪 
無 食品100g当たりまたは食品100ml当たり0.5g未満の時 
低 食品100g当たり1.5g未満または食品100ml当たり0.75g未満で、熱量の10％未

満の時 
飽和脂肪 

無 食品100g当たり0.1g未満または食品100ml当たり0.1g未満の時 
低 食品100g当たり20mg未満または食品100ml当たり10mg未満で、飽和脂肪が食

品100g当たり1.5g未満または食品100mg当たり0.75g未満で、飽和脂肪が熱量
の10％未満の時 

コレステ
ロール 

無 食品100g当たり5mg未満または食品100ml当たり5mg未満で、飽和脂肪が食品
100g当たり1.5gまたは食品100mg当たり0.75g未満で、飽和脂肪が熱量の10％
未満の時 

糖類 無 食品100g当たりまたは食品100ml当たり0.5g未満の時 
低 食品100g当たり120ml未満の時 ナトリウ

ム 無 食品100g当たり５mg未満の時 
含有または
供給源 

食品100g当たり３g以上または食品100kcal当たり1.5g以上の時 食餌 
繊維 

高または 
豊富 

食品100g当たり６g以上または食品100kcal当たり３g以上の時 

含有または
供給源 

食品100g当たり１日の栄養素基準値の10％以上、食品100ml当たり１日の栄
養素基準値の５％以上の時または食品100kcal当たり１日の栄養素基準値の
５％以上の時 

タンパク
質 

高または 
豊富 

食品100g当たり１日の栄養素基準値の20％以上、食品100ml当たり１日の栄
養素基準値の10％以上の時または食品100kcal当たり１日の栄養素基準値の
10％以上の時 

含有または
供給源 

食品100g当たり１日の栄養素基準値の15％以上、食品100ml当たり１日の栄
養素基準値の7.5％以上の時または食品100kcal当たり１日の栄養素基準値の
５％以上の時 

ビタミン
または無
機質 

高または 
豊富 

食品100g当たり１日の栄養素基準値の30％以上、食品100ml当たり１日の栄
養素基準値の15％以上の時または食品100kcal当たり１日の栄養素基準値の
10％以上の時 
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（４）“少なめ”、“増産”、“減少またはライト”、“強化”、“添加”等の用語は次の各目

の条件が全て充足される場合にのみ表示することができる。 

（ア）栄養素の含量の差を異なる製品の標準値と比較して百分率または絶対値で表示できる場

合。この場合異なる製品の標準値は市場占有率が高い３つ以上の業者の同一製品を対象に

算出しなければならない。 

（イ）栄養素の含量の差を異なる製品の標準値と比較して熱量および多く含有されている栄養

素（大量栄養素）の場合は最小25％以上の差がなければならず、少なく含まれている栄養

素（微量栄養素）の場合は最小１日勧奨量の10％異常の差がなければならない。また、そ

の含量差の絶対値は“少なめ”、“ライト、減少”の場合“低”の基準値より大きくなけ

ればならず、“増産、強化、添加”の場合“含有”の基準値より大きくなければならない。 

 

（５）栄養成分および栄養強調の細部表示方法は次に基づく。 

（ア）熱量はキロカロリー（kcal）で表示するが、その値に最も近い５kcal単位で表示しなけ

ればならず、５kcal未満は０と表示することができる。熱量は炭水化物、タンパク質、脂

肪の場合に１グラム（g）当たり各々４kcal、４kcal、９kcalで、アルコールと有機酸の

場合には１g当たり各々７kcal、３kcalを掛けた値の合計とする。ただし、炭水化物含量

のうち、食餌繊維質の含量を表示する場合には炭水化物含量から食餌繊維質の含量を引い

た値で計算することができる。 

（イ）炭水化物はグラム（g）で表示するが、その値に最も近い１グラム（g）単位で表示しな

ければならず、この場合１グラム（g）未満は“１グラム（g）未満”と、0.5グラム（g）

未満は“０”と表示することができる。炭水化物の含量は食品重量から粗タンパク質、粗

脂肪、水分および灰分の含量を引いた値をいう。 

①食餌繊維または糖類を表示しようとする時には炭水化物即ち、以下に括弧でその名称と

含量を炭水化物の表示方法に準じて表示しなければならない。 

（ウ）タンパク質はグラム（g）で表示するが、その値に最も近い１グラム（g）単位で表示し

なければならない。この場合１グラム（g）未満は“１グラム（g）未満”と、0.5グラム

（g）未満は“０”と表示することができる。 

（エ）脂肪はグラム（g）で表示するが、５グラム（g）以下はその値に最も近い0.5グラム

（g）単位で、５グラム(g)を超過する場合にはその値に最も近い１グラム(g)単位で表示

しなければならない。この場合0.5グラム（g）未満は“０”と表示することができる。 
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①飽和脂肪酸または不飽和脂肪酸を表示しようとする時には脂肪のすぐ下に括弧でその名

称と含量を脂肪の表示方法に準じて表示しなければならない。 

②コレステロールを表示しようとする時には脂肪のすぐ下にその名称と含量をミリグラム

（mg）単位で表示しなければならない。この場合２ミリグラム（mg）以上５ミリグラム

（mg）未満は“５ミリグラム（mg）未満”と、２ミリグラム(mg)未満は“０”と表示する

ことができる。 

（オ）ナトリウムはミリグラム（mg）で表示するが、５ミリグラム（mg）以上120ミリグラム

（mg）以下の場合にはその値に最も近い５ミリグラム（mg）単位で、12 0ミリグラム

（mg）を超過する場合にはその値に最も近い10ミリグラム（mg）単位で表示しなければな

らない。この場合５ミリグラム（mg）未満は“０”と表示することができる。 

（カ）ビタミンと無機質の名称および単位は表２の栄養素基準値表に基づき表示し、栄養素基

準値の２％未満は“０”と表示することができる。 

（キ）栄養素含量が０の場合はその栄養素名と含量を表示しないことも可能。ただし、栄養素

強調表示製品はその限りでない。 

 

（６）栄養素表示量と実際測定値の許容誤差の範囲は次のとおり。 

（ア）熱量、糖類、脂肪、飽和脂肪、コレステロール、ナトリウムの実際測定値は表示量の

120％未満でなければならず、ビタミン、無機質、タンパク質、炭水化物、食餌繊維の実

際測定値は表示量の80％以上でなければならない。ただし、法第７条の規定による食品の

基準および規格の成分規格が“表示量以上”となっている場合には実際測定値は表示測定

値以上でなければならず、成分規格が“表示量以下”となっている場合には表示値以下で

なければならない。 

（イ）実際測定値が（ア）で規定している範囲を超えるとしてもその量が（５）の栄養成分お

よび栄養強調の細部表示方法の単位値処理規定で認める範囲以内の場合には許容誤差を超

えるものとは見なさない。 

 

11)その他表示事項 

ア）回収ビンを使用する製品の場合には空ビン保証金払い戻しに関する事項を容器またはビン

の蓋によく見えるように表示しなければならない。 

イ）照射処理食品の場合には照射処理業者名、電話番号、照射年月日、照射線量と照射処理さ
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れた食品であることを表す表示をしなければならず、次のような直径５cm以上の照射図案を

表示しなければならない。 

 

ウ）食品小分け業者で食品を小分けし、再包装した場合には小分けした食品の本来の表示事項

を変更してはならない。 

エ）肉類等冷凍食品には“既に冷凍したものですので、解凍後再冷凍させないようお願いいた

します。”という内容の案内表示をしなければならない。 

オ）果実・野菜類飲料、牛乳類等開封後腐敗・変質するおそれが高い食品は“開封後は冷蔵保

存してお早めにお召し上がり下さい。”という内容の案内表示をしなければならない。 

カ）缶・ビン詰は次の各号の区分に従い表示しなければならない。 

（１）・（２）<削除2002.8.27> 

（３）内容物の固形量および内容量を成分名表示欄に表示しなければならない。 

（４）酸性のビン詰め食品は“酸性ビン詰め”と表示しなければならない。 

（５）開封の際ケガをするおそれがある“ワンタッチ缶”缶詰は“開封の際は缶の切断部分に

手が触れないようご注意下さい。”という内容の注意案内表示を消費者が確認しやすいよ

うに表示しなければならない。 

キ）レトルト食品は“レトルト食品”と表示しなければならない。 

ク）冷凍食品は次の各号の区分に従い表示しなければならない。 

（１）非加熱摂取冷凍食品または加熱後摂取冷凍食品として区分表示しなければならない。 

（２）加熱後摂取冷凍食品は、加熱の有無により“冷凍前加熱製品”または“冷凍前非過熱製

品”と区分して追加しなければならず、発酵製品または乳酸菌添加製品は酵母または乳酸

菌数を共に表示しなければならない。 

（３）冷凍保管方法および調理の際の解凍方法を表示しなければならない。 

（４）調理または過熱処理を要する製品は調理または過熱処理方法を表示しなければならない。 

（５）原材料の全てが食肉または農産物であると誤認させる表示をしてはならない。ただし、

食肉または農産物の含量を製品名と同一の位置に表示する場合にはその限りでない。 

（６）原料肉を２つ以上混合して使用する際には単一原料肉の名称を製品名として使用しては

ならない。ただし、原料肉の含量を製品名と同一の位置に表示する場合にはその限りでな

い。 
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ケ）２）イ）の規定に基づく食品別基準および規格以外の一般加工食品の食品類形を表示しな

ければならない対象食品中、油湯・油処理食品は“油湯・油処理食品”と、殺菌製品、滅菌

製品は“殺菌製品”または“滅菌製品”と各々表示しなければならない。 

コ）製品に使用される合成樹脂製の容器または包装紙には包装材質を表示しなければならない。

この場合合成樹脂材の材質により塩化ビニール樹脂・ポリエチレン・フッ素処理されたポリ

エチレンおよびポリプロピレン・ポリスチレン・ポリ塩化ビニールリデン・ポリエチレンテ

レフタレイト・フェニル樹脂等に各々区分して表示しなければならない。 

サ）飲酒前後、二日酔い解消等の表示をしようとする際には“過度の飲酒は健康を損ないま

す。”等の警告文句を共に表示しなければならない。 

シ）アスパルテームを添加使用した製品には“フェニルアラニン含有”という内容の表示をし

なければならない。 

ス）イオン水、生命水、薬水等の用語を使用してはならない。 

セ）“先天性代謝異常患者用”に輸入する食品には“先天性代謝異常患者用食品”と、“医者

の指示に従って使用しなければなりません。”という文句を表示しなければならず、その他

食品の医薬品安全庁長が特殊疾患者用食品として認める食品の場合にも上の場合を準用する。 

 

② 食品添加物（輸入食品添加物を含む） 

１）製品名 

食品の細部表示事項１）を準用するが、化学的合成品である食品添加物においては、法第７

条の規定により告示した食品添加物の名称を表示しなければならない。ただし、次の着香料原

料である化学的合成品においてはその限りでない。 

  ・高級ケント類（Kentons） 

  ・ラクトン類（Lactones） 

  ・芳香族アルデヒド類（Aromatic aldehydes） 

  ・芳香族アルコール類（Aromatic alcohol） 

  ・イソチオシアネイト類(Isothio cyanates) 

 ・インドールおよびその誘導体(Indoles and its derivatives) 

  ・エステル類(Esters) 

  ・エステール類(Ethers) 

  ・脂肪酸類(Fatty acid) 
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    ・脂肪族高級アルデヒド類(Aliphatic higher aldehyde) 

    ・脂肪族高級アルコール類(Aliphatic higher alcohol) 

    ・脂肪族高級炭化水素類(Aliphatic higher hydrocarbons) 

    ・チオアルコール類(Thio alcohols) 

    ・チオエーテル類(Thio ethers) 

    ・テルペン系炭化水素類(Terpen series hydrocarbons) 

    ・フェノール類(Phenols) 

    ・フェノールエーテル類(Phenolethers) 

    ・フーフラルおよびその誘導体(Furfural derivatives) 

２）<削除 99.2.18> 

３）業者名および所在地 

食品の細部表示事項４）を準用する。 

４）製造年月日 

食品の細部表示事項５）を準用する。ただし、流通期限を表示する場合には製造年月日を省

略することができる。この場合流通期限の表示は食品の細部表示事項６）を準用する。 

５）内容量 

食品の細部表示事項７）を準用する。 

６）原料名および成分 

食品の細部表示事項８）を準用する。 

７）その他表示事項 

ア）食品添加物はその製品の特性に基づき、混合製剤である製品は“混合製剤食品添加物”と、

化学的合成品である製品は“化学的合成品食品添加物”と、その他の製品は“食品添加物”

と表示するが、“化学的合成品食品添加物”の活字の大きさは食品等の表示基準第５条第３

号の規定を準用する。この場合、混合製剤である製品においてはその混合された主要成分名

を表示しなければならない。 

イ）タール色素を混合または希釈した製剤においては“混合”または“希釈”という表示と実

際の色名称を表示しなければならない。 

ウ）化学的合成品（着香を目的に使用されるものを除外する）のみを互いに混合した食品添加

物においては、その混合された化学的合成品の名称および含量を表示しなければならず、天

然色素類製剤および酵素またはビタミン製剤の場合には各々色価および力価を表示しなけれ
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ばならない。 

エ）保管方法および使用基準を表示しなければならない。ただし、同事項の表示が困難な時に

は保管方法および使用基準を記載した使用案内書を製品の容器・包装内部に同封しなければ

ならない。 

 

③ 器具または容器・包装（輸入器具または容器・包装を含む） 

１）陶器類 

業者名（輸入陶器類の場合には食品等輸入販売業者名）および所在地を食品の細部表示事項

４）を準用して表示しなければならない。 

２）その他器具または容器・包装 

業者名および所在地を食品の細部表示事項４）を準用して表示しなければならない。ただし、

食品または食品添加物営業許可を受けた業者の注文により生産したり、食品または食品添加物

製造業者がその製品を入れるために製造する場合にはその限りでない。 

３）合成樹脂製の容器・包装においては材質により塩化ビニール樹脂・ポリエチレン・フッ素処

理されたポリエチレンおよびポリプロピレン・ポリスチレン・ポリ塩化ビニリデン、ポリエチ

レンテレフタレイト・フェノール樹脂等に各々区分して表示しなければならない。 

４）食品包装用のラップは製造に使用する主原料名称および可塑剤、安定剤、酸化防止剤等の添

加剤名称と次の使用上の注意事項を表示しなければならない。 

ア）食品包装用にしようする時には100℃を超えない状態でのみ使用すること。ただし、100℃

を超える高熱に耐熱性がある材質で作った製品はその耐熱温度を表示することができ、この

場合その耐熱温度と安全性に対する事項を食品衛生検査機関が認めたものでなければならな

い。 

イ）脂肪成分が多い食品には直接接触しないように使用すること。 

５）食品の保存性を増進させるために容器または包装等に窒素ガスを充填した時にはその事実を

表示しなければならない。 

６）非耐水用デンプン製器具または容器・包装は“非耐水性デンプン剤”と表示しなければなら

ない。 

 

（２）食品別個別基準（詳細基準は省略） 

① 菓子類 
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ア．パンおよび餅類 

イ．乾菓類 

ウ．キャンディー類 

エ．チョコレート類 

オ．チューインガム類 

カ．ジャム類 

 

② 糖類 

ア．砂糖 

イ．ブドウ糖 

ウ．果糖 

エ．水飴 

オ．糖シロップ類 

カ．デクストリン（Dextrin） 

キ．オリゴ糖類 

 

③ アイスクリーム製品類 

ア．アイスクリーム類 

イ．氷菓類 

ウ．アイスクリーム粉末類 

エ．アイスクリーム・ミックス類 

 

④乳加工品 

ア．牛乳類 

イ．脂肪牛乳類  

ウ．糖分解牛乳 

エ．加工乳類 

オ．山羊乳 

カ．発酵乳類 

キ．バター乳類 



- 80 - 

ク．濃縮乳類 

ケ．乳クリーム類 

コ．バター類 

サ．自然チーズ 

シ．加工チーズ 

ス．粉乳類 

セ．乳清類 

ソ．乳糖 

タ．乳タンパク加水分解食品 

 

⑤ 食肉製品 

ア．食肉加工品類 

イ．卵加工品 

  

⑥ 魚肉製品 

ア．魚肉加工品 

 

⑦ 豆腐類 

ア．豆腐 

イ．加工豆腐 

ウ．全豆腐（大豆100％） 

エ．ムク類（ソバ・ハタハタ類：ドングリ、緑豆等の粉末をゼリー状に煮固めた食品） 

  

⑧ 食用油脂 

ア．豆油（大豆油） 

イ．コーン油  

ウ．菜種油（油菜脂）  

エ．米糖油 

オ．ゴマ油  

カ．エゴマ油 
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キ．ベニバナ油（サンフラワー油） 

ク．ヒマワリ油 

ケ．綿種油（綿実油） 

コ．落花生油 

サ．オリーブ油 

シ．パーム油 

ス．牛油 

セ．ヤシ油 

ソ．豚油 

タ．混合食用油  

チ．精製加工油脂 

ツ．ショートニング 

テ．マーガリン類 

ト．トウガラシの種油 

ナ．カポック油 

ニ．Nika油 

ヌ．その他の食用油脂 

 

 

⑨ 麺類 

ア．麺類 

 

⑩ 茶類 

ア．浸出茶 

イ．抽出茶 

ウ．粉末茶 

エ．果実茶 

オ．コーヒー 

 

⑪ 清涼飲料 
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ア．果実・野菜類飲料 

イ．炭酸飲料類 

ウ．豆乳類 

エ．乳酸菌飲料 

オ．混合飲料 

カ．粉末清涼飲料 

 

⑫ 特殊栄養食品 

ア．離乳食 

イ．食餌繊維加工食品 

ウ．調剤乳類 

エ．栄養補充用食品 

オ．特定用途食品 

 

⑬ 健康補助食品 

ア．精製魚類加工食品 

・ウナギ類加工食品 

・エイコサペンタエン酸（EPA）およびドコサヘキサエン酸（DHA）含有食品 

イ．ローヤルゼリー加工食品 

ウ．酵母食品 

エ．花粉加工食品 

オ．スクスレン(Squslene)食品 

カ．酵素食品 

キ．乳酸菌食品 

ク．藻類食品 

・クロレラ食品 

・スピルリナ食品 

ケ．ガンマーリノレン(γ-Linolen)酸食品 

コ．胚芽加工食品 

 ・胚芽油食品 
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  ・胚芽食品 

サ．レシチン加工食品 

シ．オクタコサノール食品 

ス．アルコリサイグリセロール(Alcoholicxyglycerol)食品 

セ．葡萄種子油食品 

ソ．植物抽出物発酵食品 

タ．タンパク食品類 

・タンパク食品 

・タンパク分解物食品 

・ミュコタ糖、タンパク質加工食品 

チ．葉緑素含有食品 

ツ．キノコ加工製品 

テ．アロエ食品 

ト．梅の実抽出物食品 

ナ．カルシウム含有食品 

ニ．ニッポン加工食品 

ヌ．ベータカロチン食品 

ネ．キト酸加工食品 

ノ．プロポリス食品 

 

⑭ 調味食品 

ア．醤油 

イ．味噌 

ウ．コチュジャン（トウガラシ味噌） 

エ．チュンジャン（中国味噌） 

オ．チョングックチャン（大豆からつくった味噌の一種） 

 カ．混合味噌 

 キ．酢 

 ケ．ソース類トマトケチャップ類 

コ．カレー 
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サ．トウガラシの粉およびシルコチュ（糸のように細かく切ったトウガラシ） 

シ.香辛料加工品 

ス．ドレッシング 

セ．複合調味食品 

ソ．香味油 

 

⑮ 氷 

   

⑯ 人参製品類 

ア．濃縮人参類 

イ．人参粉末類 

ウ．人参茶類 

・人参茶 

・人参葉茶 

・人参液状茶類 

エ．人参飲料 

オ．人参の缶・びん詰 

・人参の缶・びん詰  

・人参レトルト食品 

 カ．人参菓子類 

  ・人参キャンディー類 

  ・人参チューインガム 

 キ．糖浸人参 

ク．人参カプセル（錠）類 

ケ．その他人参食品 

コ．濃縮紅参類 

サ．紅参粉末類 

シ．紅参茶類 

 ・紅参茶 

 ・紅参液状茶類 
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ス．紅参飲料 

セ．紅参カプセル（錠）類 

ソ．その他の紅参食品 

 

⑰ キムチ・漬け物食品 

ア．キムチ類 

イ．塩辛 

ウ．漬け物類 

エ．煮物類 

 

⑱ 酒類 

ア．濁り酒 

 イ．薬酒 

ウ．清酒 

エ．ビール 

オ．果実酒 

カ．焼酎 

キ．ウイスキー 

ク．ブランデー 

ケ．一般蒸留酒 

コ．リキュール 

サ．その他の酒類 

 

⑲ 干し肉類 

⑳ その他の食品類 

ア．即席乾燥食品 

イ．みそ玉麩 

ウ．ココア粉末 

エ．ココアバター 

オ．ピーナッツおよび堅果類の加工品 
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カ．カプセル類 

キ．デンプン 

ク．果菜加工品類 

ケ．味付け海苔 

コ．揚げ物食品 

サ．ハチミツ 

シ．弁当 

ス．食用原料牛脂・豚脂 

セ．模造チーズ 

ソ．食品性クリーム 

タ．抽出加工食品 

チ．ポップコーン用トウモロコシ加工品 

ツ．再製・加工塩 
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食品などの表示基準第８条 [別紙２] 

表示された量と実際量との不足量の許容誤差（範囲） 

食品の種類 品目 表示された量 許容誤差 

菓 子 類 

乾菓類・乳菓類、 
チョコレート類・あめ類 
パン類 
 

50g 以下 
50g～ 300g 以下 
300g～ 500g 以下 
500g 超過 

３g 
５% 
４% 
３% 

 ブドウ糖  
砂糖（角砂糖を除く） 
 

200g 超過 
200g～100g 以下 
1,000g 超過 

4g 
2% 
1% 糖   類 

異性化糖・水飴 
 

500g 以下 
500g 超過 

4g 
2% 

牛乳・殺菌山羊乳 
脱脂乳類 
加工乳類 
発酵乳（液状） 
 

500㎖以下 
500㎖～ 2,000㎖以下 
2,000㎖超過 
 
 

10㎖ 
2% 
1% 
 
 

クリーム・無糖練乳 
加糖練乳・加糖脱脂練乳 
全脂粉乳・脱脂粉乳 
加工粉乳・発酵乳（糊状） 

500g 以下 
500ｇから 2000g 以下 
2000g 超過 
 

10g 
2% 
1% 

バター 
200g 以下 
200g 超過 

4g 
2% 

乳加工品 

チーズ 
50g 以下 
50g 超過 100g 以下 
100g 超過 

2g 
3g 
3% 

食肉製品 
および 

魚肉練り製品 
食肉製品・魚肉練り製品 

100g 以下 
100g～ 1,000g 以下 
1,000g 超過 

2g 
2% 
1% 

豆 腐 類 豆腐 表示された量に対して 10% 
大豆脂・菜種類・米糖脂 
圧搾食用脂 
その他の食用油 

200g または 200㎖以下 
200g～2,000g 以下 
2,000g 超過 

4㎖ 
3% 
2% 

マーガリン 
200g 以下 
200g 超過 

4g 
2% 

食用油脂類 

ショートニング油 
500g 以下 
500g～ 2,000g 以下 
2,000g 超過 

15g 
3% 
2% 

ラーメン 表示された量に対して 5% 
麺  類 その他インスタント麺類 

麺類 
200g 以下 
200g 超過 

6g 
3% 

茶  類 

炒ったコーヒー豆 
インスタントこーヒー 
ココア・紅茶 
インスタント紅茶・緑茶 
その他の茶類 

100g 以下 
100g～ 500g 以下 
500g 超過 
 
 

3g 
3% 
2% 
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食品の種類 品目 表示された量 許容誤差 
炭酸飲料・有機酸飲料 
 
 

200㎖以下 
200㎖～500㎖以下 
500㎖超過 

3% 
6㎖ 
2% 

粉末清涼飲料 
 
 

100g 以下 
100g～500g 以下 
500g 超過 

3g 
3% 
2% 

清涼飲料 

乳酸菌飲料 
殺菌乳酸菌飲料 
混合飲料・果菜汁飲料 

200㎖以下 
200㎖超過 
 

4㎖ 
2% 
 

味噌・コチュジャン 
チュンジャン等 
 

1,000g 以下 
1,000g～5,000g 以下 
5,000g 超過 

20g 
2% 
1% 

醤油 
200㎖以下 
200㎖超過 

4㎖ 
2% 

ソース 
100㎖以下 
100㎖～1,000㎖以下 
1,000㎖超過 

2㎖ 
2% 
1% 

マヨネーズ 
ドレッシング類 

100g 以下 
100g 超過 

3g 
3% 

トマトケチャップ 
100g 以下 
100g～1,000g 以下 
1,000g 超過 

3g 
3% 
2% 

トウガラシ粉・胡椒 
50g 以下 
50g 超過 

1.5g 
3% 

調味食品 

 カレー・からし等 
50g 以下 
50g～100g 以下 
100g 超過 

2g 
4% 
2% 

人参製品 全製品 
3g 以下 
3g 超過 

5% 
3% 

特殊栄養食品 調整粉乳 
200g 以下 
200g～500g 以下 
500g 超過 

10g 
2% 
1% 

酒   類 発酵酒 
200㎖以下 
200㎖超過 

6㎖ 
3% 

食品添加物 

グルタミン酸ナトリウム 
イノシン酸ナトリウム 
Sodium guanine acid 
５リボ核酸混合調味料 

50g 以下 
50g 超過 

1.5g 
3% 

その他食品 
および 
添加物 

前述の基準に該当しない 
食品および食品添加物 

100g[㎖]以下 
100g[㎖]超過 
1000g[㎖]以下 
1000g[㎖]超過 

  4% 
3% 
2% 
1% 
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10.食品の安全性 

（１）残留農薬 

韓国における農水産物および農産物の残留農薬について食品衛生法および農産物品質管理法

などで輸入食品の残留農薬検査および農薬残留許容基準を定めるなど規制している。その内容

をみると、次のとおりである。 

 

食品衛生法第７条（基準と規格）第１項および同法第12条（食品などの公典）に基づき、食品

公典で農産物の農薬残留許容基準を定めている。食品医薬品安全庁・残留農薬課によると、1999

年８月末現在、韓国の農薬種数371のうち、203種の農薬に対して農産物農薬残留許容基準が定め

られている。 

 

「食品衛生法」第７条（基準と規格） 

第１項食品医薬品安全庁長は、国民保健上特に必要と認めるときは、販売を目的とする食品

または食品添加物の製造・加工・使用・調理および保存の方法に関する基準と、その食品また

は食品添加物の成分に関する規格を定め告示することができる。 

 

「食品衛生法」第12条（食品などの公典） 

食品医薬品安全庁長は、第７条の第１項の規定により定められた食品・食品添加物の基準や

規格、第９条第１項の規定により定められた器具および容器・包装の基準や規格と、第10条第

１項の規定により定められた食品などの表示基準を収録した食品などの公典を作成し、普及さ

せなければならない。 

また、輸入食品等検査指針（食品医薬品安全庁告示 第1999-35号、1999年６月30日付）の第

８条（食品などの検査）に基づき、食品の残留農薬検査を行っている。 

 

第８条（食品などの検査）第２号 残留農薬に対する検査は、別表１（p．89参照）輸入農産

物の分類による別表２農産物残留農薬検査（p．90参照）により検査を行う。 

ア．農産物残留農薬検査優先順位等級のうち、地方庁の区分なくA群農産物は１順位、B群農産

物は２順位として、別表３の残留農薬同時多成分分析方法で検査する。 

イ．A群農産物２～３順位と、B群農産物３順位は地方庁別に計画を樹立して周期的に検査する。 

別表１、２の内容は次のとおりである。 
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〔別表１〕                            輸入農産物の分類 

食品郡 A 群 農産物 Ｂ群 農産物 

1.穀類 米、大麦、小麦、トウモロコシ ライ麦、燕麦、粟、キビ、ソバ、その他穀物 

2.豆類  大豆、豌豆、緑豆、小豆、隠元 その他 

3.薯類 ジャガイモ サツマイモ、その他薯類など 

4.野菜類 
1)葉茎菜類 
2)根菜類 
3)果菜類 

ネギ・キャベツ 
 
人参、大根、玉ネギ、里芋 
キュウリ、カボチャ 

アスパラガス、ホウレンソウ、ハクサイ、チ
シャ、ニラなど 
大根の葉、その他根茎類など 
イチゴ、トマト、ナス、まくわうり、メロ
ン、スイカ 

5.果実類 
オレンジ、グレープフルーツ、
レモン、バナナ、パイナップ
ル、柿、満州杏、ナツメ 

リンゴ、ナシ、マンゴ、棚橘類、梅実、ブド
ウ、甘柿、桃、パパイヤ、その他果実類 
乾燥果実類など 

6.落花生、堅果類 落花生、アーモンド 栗、クルミ、銀杏、その他堅果類など 

7.油脂植物類 ゴマ、ヒマワリの実、綿実 
オリーブ油、ココナッツ、パーム、その他油
脂植物類など 

8.香辛類植物 ニンニク、ショウガ トウガラシ、乾燥香辛料など 

9.キノコ類 シイタケ その他キノコ類など 

10.嗜好植物類 コーヒー原豆、ホープ カカオ原豆など 

11.野生植物類 わらび（ぜんまい含む）  

12.その他 干しブドウ  

 ※ただし、B群農産物中乾燥野菜類、乾燥果実類、乾燥香辛料の残留農薬検査は特別な情報がない

限り食品公典第3.7.3)農産物の農薬残留許容基準に基づく。 
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〔別表２〕 

農産物残留農薬検査書 

農薬名 
   農
産物 
区分 A 群 農産物 B 群農産物 

1 順位 

Nitrapyrin, diazinon, deltamethrin, 
DDT(+DDD,DDE), dinocap, dimethoate, 
disulfoton, diuron, dicofol, dichlofluanid, 
dicloran, diclofop-methyl, diphenylamine, 
diphenamid, myclobutanil, malathion, 
mevinphos, methomyl, methiocarb, mecarbam, 
metalaxyl, metolachlor, metobromuron, 
methoxychlor, metribuzin, methidathion, 
vamidothion, bendiocarb, bromacil, BHC, 
bifenthrin, vinclozolin, simazine, 
cypermethrin, cyfluthrin, cyhalothrin, 
acetochlor, azinphos-methyl, aldrin & 
dieldrin, aldicarb, alachlor, edifenphos, 
ethiofencarb, ethion, ethalfluralin, 
ethoprophos, etrimphos, endosulfan, endrin, 
omethoate, oxadiazon, oxadixyl, oxamyl, 
oxyfluorfen, imazalil, isofenphos, isoprocarb, 
iprodione, EPN, bromopropylate, 
chinomethionat, thiometon, carbaryl, 
carbophenothion, carboxin, captafol, captan, 
quintozene, chlorobenzylate, chlorothalonil, 
chlorfenvinphos, chlorpyrifos, chlorpyrifos-
methyl, terbutryn, terbufos, tetradifon, 
tolyfluanid, tolclofos-methyl, tralomethrin, 
triadimenol, triadimefon, triazophos, 
trifluralin, triflumizole, thiodicarb, 
thiobencarb, parathion, parathion-methyl, 
paclobutrazol, permethrin, fenarimol, 
fenamiphos, fenitrothion, pendimethalin, 
fenvalerate, fenbuconazole, fenthion, 
penconazole, phenthoate, fenpropathrin, 
phosalone, phosmet, phosphamidon, phoxim, 
folpet, flusilazole, fluvalinate, prometryn, 
procymidone, prochloraz, propanil, profenofos, 
propoxur, pyrazophos, pirimicarb, pirimiphos-
methyl, pirimiphos-ethyl, hexaconazole, 
heptachlor, chlordane, cadusafos 
Isoprothiolane, Iprobenfos, Chlorfenapyr, 
Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, 
Fenazaquin, Prothiofos, Flufenoxuron, 
Pyraclofos, Pyridaben, Fipronil, Fenobucarb 
(135 個項目) 
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農薬名     農産
物 
区分 

Ａ群 農産物 Ｂ群 農産物 

2 順位 

dithiocarbamates, dichlorvos, benomyl, 
Aluminium-phosphide, 2-phenylphenol, 
2,4-D, carbendazim, thiabendazole, 
pyrethrins, thiophanate-methyl 
(10 個項目) 

nitrapyrin, diazinon, deltamethrin, 
DDT(+DDD,DDE), dinocap, dimethoate, 
disulfoton, diuron, dicofol, dichlofluanid, 
dicloran, diclofop-methyl, diphenylamine, 
diphenamid, myclobutanil, malathion, 
mevinphos, methomyl, methiocarb, mecarbam, 
metalaxyl, metolachlor, metobromuron, 
methoxychlor, metribuzin, methidathion, 
vamidothion, bendiocarb, bromacil, BHC, 
bifenthrin, vinclozolin, simazine, 
cypermethrin, cyfluthrin, cyhalothrin, 
acetochlor, azinphos-methyl, aldrin & 
dieldrin, aldicarb, alachlor, edifenphos, 
ethiofencarb, ethion, ethalfluralin, 
ethoprophos, etrimphos, endosulfan, endrin, 
omethoate, oxadiazon, oxadixyl, oxamyl, 
oxyfluorfen, imazalil, isofenphos, 
isoprocarb, iprodione, EPN, bromopropylate, 
chinomethionat, thiometon, carbaryl, 
carbophenothion, carboxin, captafol, captan, 
quintozene, chlorobenzylate, chlorothalonil, 
chlorfenvinphos, chlorpyrifos, chlorpyrifos-
methyl, terbutryn, terbufos, tetradifon, 
tolyfluanid, tolclofos-methyl, tralomethrin, 
triadimenol, triadimefon, triazophos, 
trifluralin, triflumizole, thiodicarb, 
thiobencarb, parathion, parathion-methyl, 
paclobutrazol, permethrin, fenarimol, 
fenamiphos, fenitrothion, pendimethalin, 
fenvalerate, fenbuconazole, fenthion, 
penconazole, phenthoate, fenpropathrin, 
phosalone, phosmet, phosphamidon, phoxim, 
folpet, flusilazole, fluvalinate, prometryn, 
procymidone, prochloraz, propanil, 
profenofos, propoxur, pyrazophos, 
pirimicarb, pirimiphos-methyl, pirimiphos-
ethyl, hexaconazole, heptachlor, chlordane, 
cadusafos, Isoprothiolane, Iprobenfos, 
Chlorfenapyr, Tebufenozide, Tebufenpyrad, 
Teflubenzuron, Fenazaquin, Prothiofos, 
Flufenoxuron, Pyraclofos, Pyridaben, 
Fipronil, Fenobucarb (135 個項目) 
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残留農薬現況     農産
物 
区分 

Ａ群 農産物 Ｂ群 農産物 

3 順位 

guazatine, glufosinate(ammo), glyphosate, 
norflurazon, daminozide, dimethipin, diquat, 
dichlobenil, difenoconazole, diflubenzuron, 
maleic hydrazide, methamidophos, methoprene, 
methyl bromide, monocrotophos, bioresmethrin, 
benalaxyl, bentazone, bitertanol, cyhexatin, 
amitraz, acephate, azocyclotin, 
ethephonethofenprox, ethoxyquin, MCPB, 
clofentezine, chlorpropham, tebuconazole, 
triforine, paraquat, phenothrin, fenbutatin 
oxide, fensulfothion, fentin, phorate, 
flucythrinate, propargite, propiconazole, 
piperonyl butoxide, formothion, carbofuran, 
tecnazen, triallate (45 個項目) 

glufosinate(am), dithiocarbamates, 
diquat, dichlorvos, methyl bromide, 
benomyl, bitertanol, acephate, 
Aluminium phosphide, 2-phenylphenol, 
2,4-D, thiophanate-methyl, 
carbendazim,  triforine, 
thiabendazole, phorate, pyrethrins, 
carbofuran, tecnazen (19 個項目) 

4 順位 

napropamide, dodine, dicamba, bensulfuron-
methyl, buprofezin, bifenox, sethoxidim, 
cyromazine, anilazine, ethylene dibromide, 
imidacloprid, sulfur dioxide, cartap, 
quizalofop-ethyl, clethodim, clomazone, 
chlormequat, chlorsulfuron, trichlorfon, 
triclopyr, phenoxaprop-ethyl, fluazifop-butyl, 
propamocarb, hexazinone, hexythiazox, linuron, 
benfuracarb (27 個項目) 

guazatine, glyphosate, napropamide, 
norflurazon, daminozide, dodine, 
dimethipin, dicamba, difenoconazole, 
diflubenzuron, maleic hydrazide, 
methamidophos, methoprene, 
monocrotophos, bioresmethrin, 
benalaxyl, bensulfuron-methyl, 
bentazone, bufrofezin, bifenox, 
sethoxidim, cyromazine, cyhexatin, 
anilazine, amitraz, azocyclotin, 
ethephon, ethofenprox, ethoxyquin, 
ethylenedibromide, MCPB, 
imidacloprid, sulfur dioxide, 
cartap, quizalofop-ethyl, clethodim, 
clomazone, clofentezine, 
chlormequat, chlorsulfuron, 
chlorpropham, tebuconazole, 
trichlorfon, triclopyr, paraquat, 
phenothrin, phenoxaprop-ethyl, 
fenbutatin oxide, fensulfothion, 
fentin, formothion, flucythrinate, 
fluazifop-butyl, propamocarb, 
propargite, propiconazole, piperonyl 
butoxide, hexazinone, hexythiazox, 
dichlobenil, linuron, triallate, 
benfuracarb (63 個項目) 
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農産物品質管理法・同法施行令の関連条文 

農産物品質管理法 農産物品質管理法施行令 
第 12 条(農産物の安全性調査) ①農林部長官または
特別市長・広域市長または、道知事（以下“市・
道知事”という）は農産物の品質向上と安全な農
産物の生産・供給のために次の各号の資材等と農
産物に対して残留された農薬・重金属・かび毒
素・食中毒菌および抗生物質その他農林部令が定
める有害物質が農林部令が定める殘留許容基準等
(貯藏段階および出荷されて取引する前段階の農産
物の場合には食品衛生法等の關係法令による殘留
許容基準等)の超過有無に関する調査(以下“安全
調査”という)を大統領令が定めるところにより実
施しなければならない。(改正 ‘00.1.21, ’
01.1.29, 02.01.14) 
  1. 農産物の生産のために使用または利用する土
壤、用水、資材  等 
  2. 生産・貯藏(生産者が貯藏する場合に限る)の段
階や出荷されて取引する前段階の農産物 
②農林部長官は第 1 項の規定による農林部令を定め
る時には、関係中央行政機関の長と協議しなけれ
ばならない。 (改正 ’01.1.29)  
  ③第 1 項の規定による安全性調査の対象地域・対
象品目・手続き等に関して必要な事項は大統領令
により定める。 
第 13 条 (試料收去等) ①農林部長官または市・道知
事は 第 12 条第 1 項の規定による 安全性調査をす
るために必要な場合には関係公務員に農産物の生
産場所または貯藏場所にある 農産物や出荷され、
取引される前段階の農産物に対して試料を收去し
て調査をしたり、当該農産物を生産・貯藏または
運搬する者の関係帳簿または書類を閲覧したりす
ることができる。 (改正 ’01.1.29, 02.01.14)  
  ②第 1 項の規定により收去・調査または閲覧をす
る時には 農産物や資材または土地等の所有者・占
有者または管理人は正当な事由なくこれを拒否・
妨害または忌避してはならない。 (改正 ’
01.1.29)   
  ③第 1 項の規定により收去・調査または閱 覽をす
る公務員は その権限を表す認票を関係者に見せな
ければならない。 
第 14 条 (安全性調査の結果に対する措置) ①農林部
長官または市・道知事は第 12 条第 1 項の規定によ
り農産物の生産のために利用または使用する土
壤・用水・資材等と生産段階の 農産物に対して安
全性調査をした結果、 第 12 条第 1 項の 規定によ

第 20 条 (安全性調査計画の樹立)農林部長官ま
たは特別市長・広域市長または、道知事（以下
“市・道知事”という）は法第 12 条の規定に
よる安全性調査（以下“安全性調査”という）
を効率的に実施するために毎年次の各号の事項
が含まれた安全性調査計画を樹立・施行しなけ
ればならない。 (改正 ’01.9.1, ’02.7.13) 
  1. 安全性調査の基本方向 
  2. 安全性調査の対象地域、対象品目および
対象有害物質等に関する事項 
第 21 条 (安全性調査の対象地域等) ①安全性
調査の対象地域は農産物の主産団地、施設栽
培団地、病害虫の発生頻度が高い地域、土
壌・水質汚染が憂慮される地域・貯蔵倉庫お
よび卸売り市場等とする。  (改正  ’
01.9.1, ’02.7.13) 
②生産・貯蔵および出荷段階別特性により安全
性調査の対象品目および調査方法は次の各号
のように区分する。 (改正 ’01.9.1) 
1. 生産段階調査は貯蔵過程を経ずに出荷する
農産物を対象にその生産場所で飼料を収去し
て調査。 
  2. 貯蔵段階調査は貯蔵過程を経る農産物の
うち生産者が貯蔵する農産物を対象にその貯
蔵場所で飼料を収去して調査。 
3. 出荷段階調査は農産物の卸売り市場、集荷
場、委販場、共販場などに出荷され、取引さ
れる前の段階にある農産物の飼料を収去して
調査。 
  ③安全性調査の具体的な対象地域および対象
品目と細部的な手続きおよび方法等は農林部
長官が定める。 (改正’01.9.1) 
 
 
 
 
第 22 条 (残留許容基準超過事実の告知および
処理方法) 農林部長官または市・道知事は法第
14 条第１項および第３項の規定により、残留許
容基準当の超過事実を生産者等に告知する時に
は農産物の生産のために使用される土壌・用
水・資材等の場合には利用・使用中止または改
良方法とその期限を定め、共に告知しなければ
ならず、農産物の場合には次の各号の１に該当
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り農林部令が定める殘留許容基準等を超過する時
には当該 農産物を生産する者等に次の各号の事項
を書面で告知しなければならない。 (改正 ’
01.1.29, 02. 01.14 )  
1. 殘留許容基準等の超過事実 
  2. 当該土壤・用水・資材等を改良したりこれを利
用または使用してはならない旨 
  3. 当該農産物の出荷延期・用途転換・廃棄等処理
方法 
  ②第 1 項の規定による告知を受けた者はその告知
された内容により当該土壤・用水・資材等を改良
したりその利用または使用を中止し、当該農産物
の出荷延期・用途転換・廢棄等をしなければなら
ない。 (改正 ’01.1.29) 
③農林部長官または市・道知事は第 12 条第 1 項の規
定により貯藏段階または出荷され取引される前段
の農産物に対して 安全性調査をした結果食品衛生
法等關係法令による 殘留許容基準等を超過する時
には当該農産物を貯藏または 運搬する者等にその
超過事実と共に当該農産物の出荷 延期・用途転
換・廢棄等処理方法を書面で告知しなければなら
ない。(改正 ’01.1.29, 02.01.14)   
④農林部長官または市・道知事は第 3項の規定による
告知を受けた者がその告知された閱 容に従い当該農産
物の 出荷延期・用途転換・廢棄等をしない時には関
係行政機関の長にこれを通報し、関係法令に基 

づき必要な措置を取ることを要請しなければならな
い。 (改正 ‘00.1.21, ’01.1.29, 02.01.14) 

する処理方法を定めて共に告知しなければなら
ない。（改正 ’01.9.1, ’02.7.13) 
1. 当該農産物の有害物質が時間が経過するに
伴い分解・消失され、一定期間が過ぎた後に食
用として使用する際に問題がないと判断される
時には、当該有害物質が食品衛生法等の規定に
よる残留許容基準以下に減少する期間まで出荷
延期（生産段階および貯蔵段階にある農産物に
限る） 
  2. 当該農産物の有害物質が分解・消失期間
が長く、食用として出荷することはできない
が、飼料・工業用原料等他の用途に使用できる
と判断される場合には他の用途への転換 
3. 第１号または第２号の規定による方法に基
づき処理することができない場合には一定の期
間を定めて廃棄 

 

（２）HACCP 

① HACCPの適用現状 

   韓国政府は食品産業分野にHACCPを普及するため多くの研究と努力を注ぎ、HACCPの法的根拠を

確立するため1995年12月食品衛生法を改正した。 

   また、韓国食品衛生研究院をHACCP教育・訓練および技術支援機関に指定し、HACCPに対する教

育・訓練および技術支援業務を遂行している。 

    食品医薬品安全庁（食品安全局 食品安全課）が明らかにしたHACCPの状況は次のとおりであ

る。 
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◇ HACCPの推進現状 

 主 要 内 容 
1995.12 
1996.12 
 
1997.10 
 
1997.11 
 
1998.02 
 
 
1998.05 
 
 
1999.06 
 
 
2002.02 

食品衛生法第32条の２（食品危害要素重点管理基準）新設 
食品危害要素重点管理基準を告示 
適用対象食品：食肉加工品のうちハム類・ソーセージ類 
HACCP基準改正告示 
適用対象食品拡大：魚肉加工品のうちかまぼこ類 
教育・訓練および技術支援機関の指定 
機関名：韓国食品衛生研究院 
HACCP基準改正告示 
適用対象食品拡大：冷凍水産食品（冷凍魚類および軟体類、冷凍貝
類、冷凍甲殻類、冷凍調味加工品） 
HACCP基準改正告示 
適用対象食品拡大：乳加工品のうち牛乳、発酵乳、加工チーズ、自
然チーズ 
HACCP基準改正告示 
適用対象食品拡大：冷凍食品のうちその他のパンおよび餅類、麺
類。一般加工食品のうちその他加工品、氷菓類 
食品危害要素重点管理基準改正（案）立法予告 
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◇ HACCP 適用業者指定現況 (2002.09.30. 現在)  

○食品製造・加工業分野（弁当）: 31（その中で弁当は 4カ所) 

業者名 所在地 代表者 対象食品 指定日 
デリム水産（株） 
安山工場 

京畿道安山市シンギル洞 1060 オ チナム 
魚肉加工品 

(カニマッサル) 
1999.04.06 

ノンシム（株） 京畿道群浦市ダンジョン 203-1 
イ  
サンユン 

冷凍麺類 1999.12.18 

（株）モーニング 
ウェル 

(旧：第一冷凍食品 
（株）） 

仁川市中区シンフン 3街 51 イ ガンス 
冷凍食品（一般加工食品のうちその
他加工品、その他パンおよび餅類等
餃子・ピザ類） 

″ 

ロッテ製菓（株） 
大田工場 

大田市デドク区ムンジョン洞  
78-4 

ハン  
スギル 

氷菓類 ″ 

ロッテ製菓（株） 
ヤンサン工場 

慶南市ヤンサン区サンマク洞
511 

ハン  
スギル 

氷菓類 ″ 

ロッテ製菓（株） 
永登浦工場 

ソウル市永登浦区ヤンピョン区 
4 街 23 

ハン  
スギル 

氷菓類 ″ 

ドンウォン産業（株）
城南工場 

京畿道城南市チュンウォン区 
サンデウォン洞 5443-1 

カン ビョ
ンウォン 

魚肉製品 
（カニマッサル） 

2000.01.29 

（株）大韓航空 
機内食（金浦） 

ソウル市江西区空港洞 873 
シム  
イテク 

弁当類 2000.11.20 

（株）ソレ 
ソウル市クムチョン区ドクサン 
1 洞 
330-7 

キム  
ホギュン 

弁当類 2000.12.29 

ヘジン物産（株） 
釜山広域市カンソ区ソンジョン
洞 
1650-1 

ソン ソン
ミン 

冷凍調味加工品（うなぎの蒲焼） 2001.02.28 

デリム水産 
（釜山工場） 

釜山西区南ブミン洞 692-13   オ チナム 
魚肉加工品冷凍水産品 
冷凍食品  

2001.03.29 

デサン食品（株） 
天安工場 

忠南天安市ドゥジョン洞 59-1 ユ シヨン 冷凍食品（その他加工品） 2001.06.01 

（株）ドンウォン産業
F&B 城南工場 

京畿 チュンウォン区 
サンデウォン洞 5443-1 

パク  
イング 

練り製品 2001.06.18 

F&F 株式会社 
釜山カンソ区ソンジョン洞 
1644-8 
 

リュー 
ホンソク 

冷凍水産食品 
（冷凍前非加熱食品） 

2001.06.18 

（株）チョンア 
冷凍食品 

慶北ヨンチョン市 594 
ジョン 
ギュジン 

冷凍食品（餃子類、その他加工食
品） 

2001.09.27 

テギョン農産（株） 京畿安城市ミヤン面クス里 305 
シン 

ドンウォン 
調味食品のうちソース類（殺菌） 
（生うどんスープ） 

2002.01.21 

（株）ハンミ洋行 
京畿パジュ市ムンサン邑ウンチ
ョン里 19-19, 22, 23 

ジョン 
ミョンス 

特殊栄養（パワーキッド） 
健康補助（キチンキトサン） 

2002.01.21 

（株）ドンウォン F&B
チョンウォン工場 

慶南チャンウォン市デウォン洞
91-1 

パク 
インギュ 

水産物オイル漬け缶詰 
（ドンウォンツナ缶） 

2002.01.21 



- 98 - 

ド ンイ ル冷凍食品
（株） 

忠南アサン市ドゥンポ面シンナ
ム里 751-16 

アダチ 
ミキオ 

冷凍食品 
（ドンウォン逸品餃子、輸出餃子、
ドン 
ウォン魚肉ボール） 

2002.02.18 

（株）ビーアール 
コリア 

忠北ウムソン郡サムソン面ヨン
ソン里 34-12 

キム 
ヨンドク 

氷菓類 2002.03.12 

ロッテ七星飲料（株）
オッポ工場 

京畿光州市オッポ邑ヤンボル里 
502-9 

イ 
ジョン 
ウォン 

果実ジュース、果実飲料、野菜飲
料、 
着香炭酸飲料、混合飲料 

2002.05.21 

ロッテ七星飲料（株）
ヤンサン工場 

慶南ヤンサン市ポクジョン洞
291 

イ 
ジョン 
ウォン 

果実飲料、果実ジュース、野菜飲
料、 
着香炭酸飲料、混合飲料、液状コー 
ヒー、液状抽出茶 

2002.05.21 

ロッテ七星飲料（株）
大田工場 

大田デドク区ムンピョン洞 42-1 
イ 
ジョン 
ウォン 

果実飲料、果実ジュース、野菜飲
料、 
着香炭酸飲料、混合飲料、液状コー
ヒー 
液状抽出茶 

2002.05.21 

デサン食品（株） 
スンチャン工場 

全北スンチャン郡スンチャン邑
カナム里 203-7 

イム 
ジョンブ 

唐辛子粉、味噌、醸造醤油、混合醤
油 

2002.05.21 

センピョウ食品（株）
仁川工場 

京畿道利川市ホボプ面メゴク里
231 

パク 
ジンソン 

混合醤油、醸造醤油 2002.05.21 

センピョウ食品（株）
嶺東工場 

忠北嶺東郡ヨンサン面カゴク里
79 

パク 
ジンソン 

味噌、唐辛子味噌 2002.05.21 

（株）テッピョンヤン
忠北ジンチョン郡クァンヘウォ
ン面・里 373-1 

    ソ 
 ギョンベ 

茶類（単一浸出茶－緑茶、混合浸出
茶、 
粉末茶） 

2002.08.10 

（株）マッジョウン 
全南ヨンアム郡サムホ面ナブル
里 608-14 

キム 
ヨンジン 

弁当類 2002.09.12 

（株）チャムソンジン
食品 

忠北ジンチョン郡ジンチョン邑
サンシン里 373-1 

イ 
ジェハク 

果実野菜類飲料のうち野菜ジュース
（非加熱製品）果実野菜ジュース
（非加熱製品、非加熱含有製品） 

2002.09.18 

（株）プルムウォン 
 

京畿道ヤンジュ郡ファチョン邑
オクジョン里 80-1 

ナム 
スンウ 

果実野菜類飲料のうち野菜飲料（非
加熱製品）、果実野菜飲料（非加熱
含有製品） 

2002.09.18 

（株）大韓航空 
機内食 
（ヨンジョン島） 

仁川広域市中区ウンソ洞 2840 
シム 
イテク 

弁当類 2002.09.18 
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○代替給食分野: 27 カ所  

運営業所名 代表者 HACCP 適用事業場名 所在地 指定日 備考 
（株）CJ フードシ
ステム 

キム 
サンウ 

大韓航空職員食堂 ソウル江西区空港洞 873 2000.11.20 
集団 
給食所 

イジョーケイタリ
ン グ サ ー ビ ス
（株） 

イ 
ホンウ 

ソウル地法西部支援職員
食堂 

ソウル麻浦区コンドク洞 105 “ 
集団 
給食所 

（株）コウンケイ
タリングサービス 

コ 
クァンゾ 

漢陽大病院 
職員食堂 

ソウル城東区ヘンダン洞 17 “ 
集団 
給食所 

（株）シンセゲ 
フードシステム 

ホ 
ジャング
ン 

シンセゲ百貨店仁川店 
職員食堂 

仁川南区クァンギョ洞 15 “ 
集団 
給食所 

サムソンエバーラ
ンド（株） 

ホ 
テハク 

サムソン電子 キフン１ 
食堂 

京畿道ヨンイン市キフン面ノン
ソ里シン 24 

“ 
集団 
給食所 

アラコ（株） 
ジョン 
スンソク 

水原亜州大病院 
職員食堂 

京畿水原市ウォンチョン洞 3-5 “ 
集団 
給食所 

（株）アウォーホ
ーム 

ミン 
ビョンジ
ク 

LCD 亀尾 2 店 慶南亀尾市イムス洞 161 “ 
集団 
給食所 

（株）サムボ流通 
イ 
ヨンウ 

釜山市庁職員食堂 
釜山ヨンジェ区ヨンサン 5 洞
1000 
 

“ 
集団 
給食所 

ハンファ国土開発
（株） 

ソン 
ハヨン 

チョンドク女子高学生食
堂 

ソウルソンパ区バンイ洞 89-6 
 

“ 
集団 
給食所 

（株）スヤン給食 
イ 

ヨンスク 
デハン投資信託証券職員
食堂 

ソウル永登浦区ヨイド洞 27-3 “ 
集団 
給食所 

（有）イルプン 
シン 
オシク 

全州海上高校学生食堂 
全北全州市ドクジン区パルボク
洞３街 13 

“ 
集団 
給食所 

（株）イベラコメ 
イ 
ドヨン 

城南情報高校学生食堂 
京畿城南市ブンダン区ヤタブ洞
216 

“ 
集団 
給食所 

サムソン 
エ バ ー ラ ン ド
（株） 

ホ 
テハク 

サムソン電子（株）キフ
ン６食堂 

京畿華城市テアン邑バンウォン
里サン 16 

2001.09.27 
集団 
給食所 

イジョー 
ケ イ タ リ ン グ
（株） 

イ 
ホンウ 

永登浦高校構内食堂 ソウル銅雀区デバン洞 13-2 2001.12.04 
集団 
給食所 

サムソン 
エ バ ー ラ ン ド
（株） 

ホ 
テハク 

サムソン電子 第１食堂 京畿水原市八達区メタン３洞 416 2001.12.04 
集団 
給食所 

サムソン 
エ バ ー ラ ン ド
（株） 

  ホ 
テハク 

サムソン電子 第３食堂 京畿水原市八達区メタン３洞 416 2001.12.04 
集団 
給食所 

 CJ フードシステム
（株） 

キム 
サンフ 

ドンイル学院店 
ソウル クムチョン区シフン洞 
サン 100-4 

2002.01.21 
集団 
給食所 

CJ フードシステム
（株） 

キム 
サンフ 

キルウォン女子高店 慶北アンドン市アンマク洞 73 2002.01.21 
集団 
給食所 

CJ フードシステム
（株） 

キム 
サンフ 

ソムン女子高店 ソウル瑞草区方背４洞 1514 2002.01.21 
集団 
給食所 

サムソン 
エ バ ー ラ ン ド
（株） 

ホ 
テハク 

サムソン電子（株）ウニ
ャン工場 

忠南アサン市ベバン面ブクス里 
サン 74 

2002.02.18 
集団 
給食所 

（株）ヒョンデ 
ジネット 

ソン 
ジンチョ
ル 

ヒョンデ百貨店ミア店 ソウル城北区キルム洞 20-1 2002.03.12 
集団 
給食所 

（株）ソンサン コ 永登浦中学校店 ソウル銅雀区デバン洞 13-2 2002.03.29 集団 
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団体給食 シイク 給食所 
CJ フードシステム
（株） 

キム 
サンフ 

大田保健大店 大田ドン区カヤン洞 97-3 2002.03.29 
集団 
給食所 

CJ フードシステム
（株） 

キム 
サンフ 

ボムン女子高店 
クァンジュクァンサン区 
ウンス洞 308  

2002.03.29 
集団 
給食所 

サムソン 
エ バ ー ラ ン ド
（株） 

ホ 
テハク 

サムソン電子 第２事業
場 

慶北亀尾市イムス洞 94-1 
 

2002.05.21 
集団 
給食所 

（株）シンセゲフ
ードシステム 

ハ 
ジャング
ン 

サムボコンピュータ 
アンサン第２工場 

京畿安山市シンギル洞 325-1 番
地 

2002.08.19 
集団 
給食所 

サムソンクァンジ
ュ電子（株） 

パク 
ノビン 

サムソンクァンジュ電子
（株）第２食堂 

クァンジュ広域市クァンサン区 
オソン洞 271-1 

2002.09.18 
集団 
給食所 

 

 

○ 指定中止業者：３業者 

業者名 代表者 HACCP 適用事業場名 所在地 中止日 備考 

（株）ECMD 
ハン 
ユンウ 

韓国航空職員食堂 
忠南ソサン市ソンヨン面 
カルヒョン里 8-2 

2001.06.20 
団体給食 
：委託契約満了 

（株）カンドン 
イ 

スミョン 
釜山西区ナンブミン洞 

 523-45 
左に同じ 2001.08.24 

冷凍水産食品（冷
凍 魚 類 、 軟 体
類）： 
生産中断 

サムジン物産
（株） 

釜山工場 

カン 
ジュン 
ヒョン 

釜山サハ区シンピョン洞
481 

左に同じ 2002.01.21 
冷凍水産食品（冷
凍魚類、軟体類） 
：基準不適合 
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② HACCP基準告示 

最新改正した HACCP 基準告示の内容は次のとおり。 

 

食品危害要素重点管理基準【1996.12.3】 

            【保健福祉部告示 第 1996-75 号 改正】 

改正 2002.06.25. 食品医薬品安全庁告示 第 2002-33 号 

 

第１条（目的）この基準は食品衛生法第 32 条の２ 第１項の規定に基づき、食品の原料、

製造・加工・調理および流通の各段階で発生し得る危害要素を分析し、重点管理する

ことができる基準を定めることを目的とする。 

 

第２条（定義）この基準において使用する用語の定義は次のとおりである。 

１．“危害要素重点管理基準”（Hazard Analysis Critical Control Point）とは食

品の原料、製造・加工・調理および流通の全過程で危害物質が該当食品に混入され

たり、汚染されることを事前に防止するために各過程を重点的に管理する基準をい

う。  

２．“危害要素”とは食品衛生法第４条（危害食品等の販売等禁止）の規定において

定めている人体の健康を害するおそれがある生物学的、化学的または物理的因子を

いう。 

３．“重要管理点”とは危害要素重点管理基準を適用して食品の危害を防止・除去し

たり、安全性を確保できる段階または工程をいう。 

４．“重要管理点の限界基準”とは危害要素の管理が限界値設定とおり十分になされ

ているかどうかを判断する基準をいう。 

５．“検査（モニタリング）”とは危害要素の管理の有無を点検するために実施する

一連の観察や測定手段をいう。 

６．“改善措置”とはモニタリングの結果が重要管理点の限界基準で管理されていな

い場合に取る措置をいう。 

７．“検証”とは該当業者において危害要素重点管理基準の計画が適切であるかの有

無を定期的に評価する措置をいう。 
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８．“危害要素重点管理基準適用業者”とは食品医薬品安全庁長がこの基準に従い告

示する危害要素重点管理基準適用対象食品を製造・加工・調理する業者または集団

給食所をいう。 

 

第３条（適用対象）①この基準は危害要素重点管理基準（以下“HACCP”という）が設け

られ、HACCP 実施状況評価が可能な次の各号の食品に対して適用する。 

１．魚肉加工品のうち蒲鉾類 

２．冷凍水産食品のうち魚類・軟体類・甲殻類・調味加工品 

３．冷凍食品のうちその他パンおよび餅類・麺類・一般加工食品のその他加工品 

４．氷菓類 

５．集団給食所・食品接客業者の調理食品、弁当類 

６．非加熱飲料 

７．レトルト食品 

②食品医薬品安全庁長（以下“庁長”という）は第１項各号に該当しない食品や食品

添加物を製造・加工・調理・流通および輸出しようとする者から HACCP 指定要求があ

る場合には申請者が自主的に設けた基準を評価し、その基準を適用することができる。

ただし、その基準は申請業者または申請集団給食所に限って適用する。 

第４条（非告示 HACCP 適用基準審議機構）①食品医薬品安全庁長は第３条第２項の規

定に基づき申請者が自主的に設けた HACCP 適用基準の適切性を審議するために食品医

薬品安全庁に非告示 HACCP 適用基準審議機構（以下“審議機構”という）を置く。 

②第１項による審議機構の構成と運営に対する細部的な事項は庁長が別途に定める。 

③庁長は審議機構の審議結果に従い該当 HACCP 適用業者の申請書類を差し戻しまたは、

保管を要求することができる。 

 

第５条（一般衛生管理基準）HACCP 適用業者は食品衛生法（以下“法”という）第 21 条

の規定による施設基準に適合しなければならず、別表 1（p．108 参照）の一般衛生管

理基準と関連した管理基準を作成・備置しなければならない。 

 

第６条（HACCP 管理）HACCP 適用業者は次の各号の事項を管理しなければならず、これを

HACCP 管理基準書に作成・備置しなければならない。 
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１．HACCP チーム構成 

 ア．組織および人的現況 

 イ．HACCP チーム構成員別役割 

 ウ．交代勤務時の人数・引継ぎ方法 

 

２．製品説明書 

 ア．製品名・製品類型および性状 

 イ．品目製造報告年・月・日（該当製品に限る） 

ウ．作成者および作成年・月・日 

エ．成分（または食資材）配合比率 

オ．製造（包装）単位（該当製品に限る） 

カ．完成品の規格（該当製品に限る） 

キ．保管・流通上（または配食上）の注意事項 

ク．製品用途および流通期間（または配食期間） 

ケ．包装方法および材質（該当製品に限る） 

コ．表示事項（該当製品に限る） 

サ．その他必要な事項 

 

３．製造工程設備 

 ア．製造（または調理）工程も（工程別加工方法） 

 イ．作業場平面図（作業特性別区画、機械・器具等の配置、製品の流れ過程、洗浄・

消毒槽の位置、作業者の移動経路、出入り口のドアおよび窓等を表示した平面図） 

 ウ．乾燥施設開通図 

 エ．用水および排水処理開通図 

４．製造・加工および流通による危害要素分析 

５．重要管理点 

６．重要管理点の限界基準 

７．監視（モニタリング）方法 

８．改善措置方法 
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９．文書および記録維持方法 

10．検証方法 

 

第７条（実施点検等）HACCP 適用業者は第６条の規定により HACCP 管理と実施の有無を

確認しなければならず、その結果を関連書式に作成、日時が明記された責任者の署名

を受けて備置しなければならない。 

 

第８条（改善措置）HACCP 適用業者は製品の安全性に対する改善措置が必要な事項があ

る場合にはこれを迅速に調査し、その原因を究明し、これに対する適切な措置を取ら

なければならず、これを記録・保管しなければならない。 

 

第９条（記録管理）HACCP 適用業者は関係法令に特別に規定されたもの以外は、この基

準に基づき管理される事項に対する全ての記録を最少２年間保管しなければならない。 

 

第 10 条（HACCP チーム長の任務）①HACCP チーム長は作業員が受けた業務を効果的に遂

行できるようにするために作業員に HACCP 管理、製造施設管理、作業場管理、衛生管

理、保管および運搬管理、検査管理およびその他必要な事項を自社の実情に合わせて

定期的に教育・訓練しなければならない。 

②HACCP チーム長は HACCP チーム構成員に原料の生産および流通・販売業者に対する

原料生産関連衛生管理教育を実施するようにし、その記録を保管・維持しなければな

らない。 

③HACCP チーム長は原料加工工程の施設・設備、製造工程、作業者の衛生管理等を定

期的に指導・監督しなければならず、改善措置事項等関連記録を保管・維持しなけれ

ばならない。 

 

第 11 条（教育・訓練等）①庁長は HACCP 業務を効果的に遂行するために HACCP 適用業者

に指定された業者と HACCP 適用業者の指定を受けようとする者、HACCP チーム構成員、

HACCP 評価を遂行する者と検査者および食品衛生関連公務員に対して HACCP 教育・訓

練を実施することができる。 
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② HACCP 適用業者の指定を受けようとする業者の HACCP チーム長は第１項の規定に

よる教育を HACCP 適用業者指定申請前に受けなければならず、営業の代表者または集

団給食所設置申告者は管理者、チーム構成員等が第１項の規定による教育・訓練を受

けられるように可能な限り積極的な支援をしなければならない。 

③庁長は第１項の規定による HACCP 教育・訓練を韓国保健産業振興院または教育・訓

練が可能な研究機関、団体等を定めて実施することができる。 

④第 3 項の規定による教育・訓練機関は毎年度の教育・訓練計画を作成して会計年度

開始１月前に庁長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする時にも同

様である。 

⑤教育・訓練機関は教育・訓練を修了した者に適用食品または分野別に修了証を交付

し、教育・訓練実施結果を半期別に庁長に報告しなければならない。 

⑥修了証交付台帳等教育・訓練に関する記録は２年以上保管しなければならない。 

 

第 12 条（HACCP 適用業者指定申請） ①HACCP 適用業者の指定を受けようとする者はこ

の基準に基づき適用しようとする食品等の名前と適用業者代表者、所在地、連絡先お

よび HACCP チーム長の人的事項を庁長にまず書面で通報しなければならず、その通報

以降３カ月以上の HACCP 適用実績により別紙第１号書式による危害要素重点管理基準

（HACCP）適用業者指定申請書を作成し、庁長に提出しなければならない。 

②庁長が HACCP 師範事業実施業者として選定し、該当食品等に対する師範事業を遂行

した者または輸出または国際行事参与等の事由により HACCP 適用業者の指定が緊急と

認めた者は第１項の規定による通報と３カ月以上の適用実績を提出しなくてもよい。 

 

第 13 条（HACCP 適用業者の指定）①庁長は第 12 条の規定による HACCP 適用業者指定申

請を受けた場合には別表２の危害要素重点管理基準（HACCP）実施状況評価表（省略）

による評価を実施し、その結果基準に適合した場合該当食品の製造・加工・調理・流

通施設と該当食品に限って HACCP 適用業者に指定し、別紙第２号書式 

による危害要素重点管理基準（HACCP）適用業者指定書を発給する。 

②庁長は第１項の規定による HACCP 実施事項に対して韓国保健産業振興院または研究

機関・団体および HACCP 専門家・関係公務員等によって書類検討および現場確認をす

ることができる。 
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第 14 条（優待措置）庁長は第 13 条の規定により HACCP 適用業者名に指定された業者、

集団給食所に対して次の各号の優待措置を取ることができる。この場合同一の製造会

社または事業者の場合にも HACCP を適用しない工場または事業場で生産または調理さ

れた食品には HACCP 適用食品の表示・広告をしてはならない。 

 １．法第 17条第１項の規定による出入・検査および収去等緩和 

２．別表３の HACCP 適用食品表示付着または HACCP 適用業者指定事実に対する広告許

容 

３．法第 27 条の規定による衛生教育緩和 

４．法第 71 条の規定による食品振興基金の施設設置等に対する支援 

５．租税特例制限法による税制減免 

６．国家を当事者とする契約に関する法律に基づく優待 

 

第 15 条（事後管理）①庁長は第 13 条の規定により HACCP 適用業者に指定された業者に

対しては別表２の危害要素重点管理基準（HACCP）実施状況評価表により年１回以上運

営実態を調査することができる。 

②庁長は第１項の規定による調査結果不適合業者に判定された業者はその指定を取り

消すことができ、基準に満たない業者は期間を定めて是正を命じることができる。 

③庁長は第１項の規定による調査を韓国保健産業振興院または研究機関・団体および

HACCP 専門家・関係公務員等によて実施することができる。 

④庁長は第 13 条の規定により HACCP 適用業者に指定した業者または HACCP チーム長、

チーム員および内部検査者に対して補修教育を年１回以上実施することができる。 

⑤第 13 条の規定により指定された集団給食所のうち委託運営等の事由により集団給食

所申告者と運営者が異なる場合、当初指定を受けた運営者が委託契約の満了等により

変更された場合、該当集団給食所は第 13 条の規定による指定が自動解除され、同運営

者は第 13 条の規定により発給された指定書を庁長にこのような事由発生後即時に返納

しなければならない。 
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第 16 条（事前協議）申請者は第３条第 2 項の規定により告示されない食品や食品添加物

に対する HACCP 適用業者指定を受けようとする場合、第 12 条の規定による指定申請時

事前に評価機関と協議して評価に基づく経費を負担することができる。 

 

第 17 条（HACCP 指導官）①庁長は第 13 条および第 15 条の規定による関係公務員の職務、

その他 HACCP に関する指導等を行うために食品医薬品安全庁に HACCP 指導官（以下

“指導官”という）を置く。 

②第 1 項の規定による指導官は食品衛生関係公務員のうち次の各号の１に該当する者

で、所定の指導官教育・訓練を２週以上受けた者を庁長が指名し、別紙第３号書式を

該当者に交付する。 

 １．食品技術者 

２．食品関連学科で修士学位以上の学位を取得し、食品衛生行政に３年以上勤務し

た者 

３．食品関連学科で学士学位以上の学位を取得し、食品衛生行政に７年以上勤務し

た者 

③指導官の職務は次の各号のとおり。 

 １．HACCP 指定申請業者実施状況評価 

２．HACCP 指定業者事後管理実施 

３．HACCP 関連教育および弘報 

 

附   則[2000.10.20.]  

①（施行日）この告示は告示した日から施行する。 

②（作業場施設基準等と事後管理に対する経過措置）この告示試行当時従前の規定によ

り作業場等施設基準と管理に従い適用業者指定申請を準備中にある者とこの告示第 14

条の規定による事後管理は 2000.12.30.までは従前の規定による。  

③（集団給食所のうち学校給食施設の適用）この基準は学校給食法第２条第１号による

学校給食施設の場合、特別市・広域市・道教育監が食品の衛生管理のためにこの基準

と別に自律管理基準を定めて施行する場合第３条の規定による適用対象から除外し得

る。ただし、この場合該当給食施設は食品衛生法第 32 条の２および第 13 条の規定に

従い HACCP 適用業者として表示・広告することはできない。 
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附   則[2002.06.25.] 

この告示は告示した日から施行する。 
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食品危害要素重点管理基準の第 5条(一般衛生管理基準)関連 [別表 1] 

 

一般衛生管理基準 

 

1. 作業場は汚染区域と非汚染区域に分け、壁などを使って交差汚染防止が可能であるようにしなけ

ればならない。また、壁は耐腐食性の材質を使ったもので、掃除が容易に行えるものにする。 

 

2. 床はへこんでいたり、水が溜まっていてはならない。 

 

3. 排水溝は排水と掃除が容易であり、交差汚染が起らないように設置し、廃水が逆流したり堆積物

がないよう衛生的に管理しなければならない。  

 

4. 内壁は耐水処理し、ごみなどが積っていたり微生物が繁殖しないよう清潔に管理する。  

 

5. 天井は掃除が容易に行える材質と構造にしなければならない。異物やホコリがついていたり、凝

結水が落ちてはならない。製品に危害を与えないように清潔に管理する。  

 

6. ドアは堅固な耐水性材質のもので、掃除が容易であり、密閉可能な構造にしなければならない。  

 

7. 採光または照明は適切な明るさでなければならない。採光・照明設備などから食品の汚染を防げ

るように防護装置を設置し、常に衛生的な状態で管理する。  

 

8. 換気施設は、悪臭・有害ガス・排気ガス・蒸気および熱の除去が充分できるように設置し、衛生

的な状態で管理する。  

 

9. トイレ、更衣室および手洗い場は、作業者が衛生的に利用できるよう充分に施設を備え、作業場

と分離し、衛生的に管理する。  

 

10. 作業場とトイレの出入り口には、温水が供給される洗浄設備と手を乾かせる施設および消毒設備

を備えるべきである。 
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11. トイレと更衣室には、外部へ通じる換気施設が必要であり、清潔な状態で管理する。  

 

12. トイレの構造は水洗式であり、壁と床面は耐水性の材質でなければならない。また、ごみ箱には

フタがついていなければならない。ただ、環境にやさしい製品として水に溶けるトイレットペー

パーを設置する場合、ごみ箱がない場合もある。  

 

13. 粉が飛ぶような配合工程がある作業場にはこれを取り除ける施設が必要である。  

 

14. 作業場内の配管は、清潔に管理し、配管がつながる部位には人体に無害な材質を使う。  

 

15. 窓は掃除が容易にでき、完全に密閉できるものにする。  

 

16. 作業場をクリーンな状態で維持するために、空中落下細菌などを定期的に測定・管理する。  

 

17. 作業場内の通路は、作業員以外は利用できないようにし、移動に不便がないよう、他の用途では

使わない。  

 

18. 施設は当該品目の製造・加工および調理工程の流れに沿って、食品の汚染を防げるように適切に

配置する。  

 

19. 施設および機具は、定期的に点検し、作業に支障を来たさないように管理、記録する。  

 

20. パッキングをする場合、汚染を防げるような衛生的な条件のもとで実施する。  

 

21. 冷却・冷蔵および冷凍設備の構造と機能は作業場の作業の特性に適合しており、原料と製品を効

果的に収容し、汚染の可能性があってはいけない。  

 

22. 冷蔵・冷凍室にある温度を下げる装置は、冷却原からもっとも離れている所(もっとも温度の高

い場所)に設置する。  
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23. 冷蔵・冷凍機器は適切な周期で温度を記録・維持し、外部から温度を観察できるようにする。ま

た、管理条件によって自動で温度を記録する自動記録装置か自動警報装置を備える。  

 

24. 冷蔵・冷凍設備は定期的に点検・整備、掃除をし、その結果を記録・維持する。  

 

25. 衛生管理に必要な施設・機具を充分に備え、衛生的にこれを管理する。 

  

26. 原料と製品の処理・加工などに使われる器具や容器は、用途別に区分・表示し、清潔に管理する。  

 

27. 作業場に従事している作業員は、作業内容に必要な作業着・帽子・マスク(当該区域に限る) お

よび手袋を身につけ、常に衛生的に管理する。  

 

28. 作業員は作業場で食品衛生に危害を加えるような行動をしてはいけない。また、作業を前後して

念入りに手洗いをし、最適な状態で個人衛生を維持する。  

 

29. 病気などで食品に危害を及ぼす懸念のある作業員は、製造・加工などに従事してはいけない。  

 

30. 作業員は雇用される前に、身体検査と定期的な身体検査を受け、その記録を維持する｡  

 

31. 廃棄物・廃水処理施設は作業場から離れた場所に設置、運営し、その管理記録を維持する。  

 

32. 廃棄物は毎日搬出し、屋外に放置されるようなことがあってはいけない。廃棄物容器は頻繁に消

毒・洗浄し、衛生的に管理する。  

 

33. 作業場内のねずみと昆虫の駆除は、食品の汚染がないよう徹底的に保護措置を施した後、実施し、

設置表示をしなくてはならない。  

 

34. 殺虫剤のような有毒性物質や引火性物質などは、取り扱い注意表示をした上、安全に管理し、隔

離された場所に保管する。  
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35. 次の項目が具体的に記載された衛生管理基準を設定する。  

  イ. 掃除の場所および周期 

  ロ. 掃除の方法と掃除に使う消毒薬品・道具  

  ハ. 作業服装の着用規定  

  ニ. 作業員の手洗いおよび消毒方法  

  ホ. 作業中の衛生に関する注意事項  

  ヘ. 掃除状態の評価方法  

  ト. 作業員の健康状態の管理事項  

  チ. 消毒設備の薬品、点検回数および方法  

  リ. 害虫の侵入確認方法  

  ヌ. 使用用水に関する項目  

  ル. トイレ施設および使用に関する項目  

  ヲ. その他の必要な項目  

 

36. 原料・資材(符資材込み)、半製品および完成品は交差汚染を防げるように、明確に分け管理し、

適切な温度を維持する。  

 

37. 不適切な原料・資材および完成品は別途区分し管理する。また、その処理記録を維持する。  

 

38. 原料・資材、半製品および完成品は床面や壁に密着しないように積載・保管し、保管中に異常が

発生した場合、保管管理責任者は直ちに HACCP のチーム長にこれを知らせ、その内容と措置事項

を記録・維持する。  

 

39. 原料計量室・検査室は分けておく。必要であれば、ホコリを取り除くフィルターを設置する。  

 

40. 原料・資材および完成品は、先入先出法で搬出し、返品された製品は別途保管・処理する。  

 

41. 次の項目が具体的に記載された保管管理基準を設定する。  

  イ. 原料・資材購入際の品名・数量および規格確認方法  
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  ロ. 保管管理場所・方法  

  ハ. 完成品の搬出・入管理方法  

  ニ. 検査結果、不良品発生の際の処理方法  

  ホ. 取り扱いの際、交差汚染を防止するための対策  

  ヘ. その他の保管管理に必要な項目  

 

42. 食品および原料・資材などを運搬途中適切に保管できるように輸送車、機具および容器は次の項

目に適合するよう設計・監理する。  

  イ.食品および包装などへの汚染を防止できるようにする。  

  ロ. 洗浄が容易であり、必要であれば消毒も可能でなければならない。  

  ハ. 輸送車は運搬する食品の温度を適切に維持しなければならない。  

  ニ. 輸送車は食品を積載した内部空間の温度が外部で確認できなければならない。  

 

43. 検査に必要な施設および機具(簡易検査器具および施設を含めて)を充分に備える。ただし、公認

検査などと連携し、製品を定期的に検査する場合はのぞく。  

 

44. 施設および機具は定期的に点検し、検査に支障がないよう管理し､ 特に温度測定装置(機具など)

は定期的(年に 1回以上)に補正し、その点検項目と結果を記録・維持する。 

  

45. 原料・資材、半製品・完成品の検査を定期的に実施し、検査記録を作成・管理する。  

 

46. 検体採取は食品工程に準じて、汚染・変質がないよう実施する。  

 

47. 次の項目が具体的に記載された検査管理基準を設定する。  

  イ.製造番号および製造年月日(団体給食会社を除く)  

  ロ. 検査番号  

  ハ. 検査受け付けおよび検査年月日  

  ニ. 検査項目、検査基準および検査結果  

  ホ. 判定結果および判定年月日  

  ヘ. 検査者および判定者の署名押印  
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  ト. 検体の採取、取り扱いおよび検査方法  

  チ. 検査結果の通知方法  

  リ. その他必要な項目  

 

48. 用水貯蔵タンクは汚染物質の流入を防げるようロック装置を設置し、水漏れや汚染状態を定期的

に点検・管理する。また、半年に 1回以上掃除を行い、清潔な状態を維持する。  

 

49. 用水の定期水質検査は、年 1回以上、微生物学的検査は、月 1回以上実施し、その結果を記録管

理する。  

 

50. 製造（ 調理）工程別に基準を設定、管理し、その結果を記録管理する。  

 

51. HACCP 適用食品は食品衛生法第 4 条、第 7 条および第 9 条の関連規定に適合しなければならない。 
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11．関係機関リスト 

 

関連機関名 部署名 電話番号 FAX 番号 HOME PAGE 
財政経済部 産業経済課 503-9047～48 02) 503-9068 www.mofe.go.kr 
産業資源部 貿易投資室 02) 2110-5300 02) 502-1754 www.mocie.go.kr 
環境部 資源政策課 504-9283 02) 504-9207 www.me.go.kr 

貿易振興課 
 2110-
4253/4254  

02) 503-0673  
農林部 

親環境農業課 2110-4314 02) 507-2096 
www.maf.go.kr 

水産政策課 3148-6811～4 02) 3148-6815 
海洋水産部 

国際協力官室 3148-6841～3 02) 3148-6844 
www.momaf.go.kr 

保健福祉部 
薬務食品 
政策課 

503-7557 02) 504-1456 www.mohw.go.kr 

貿易協会 
国際通商 
チーム 

6000-5193 02) 6000-5181 www.kita.net 

通関支援局 
042) 472-
2181    

042) 481-7819 

行政法務 
担当官 

042) 472-
2167    

042) 481-7679 関税庁 

品目分類課 
042) 472-
2198    

042) 481-7989 

www.customs.co.kr 

食品安全課 380-1800 02) 388-6396 
殘留農薬課 380-1800 - 食品医薬品 

安全庁 食品汚染 
物質課 

380-1800 - 
www.kfda.go.kr 

国際検疫協力
課 

031)446-1926 031)445-6934 国立 
植物検疫所 

検疫企画課 031)449-0524 031)448-6429 
www.npqs.go.kr 

国立農産物 
品質管理院 

品質管理課 031)446-0126 031)446-0903 www.naqs.go.kr 

国立獣医科学検疫
院 

検疫検査課 031)467-1742 031)467-1717 www.nvrqs.go.kr 
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<参考資料１> 輸入食品等の検査指針 

 

食品医薬品安全庁告示 第 2000-20 号 

 食品衛生法第 16 条および同法施行規則第 11 条規定に依拠、輸入食品等の検査に関する細部

処理指針を次のとおり改正告示する。 

2000.5.15 

食品医薬品安全庁長  

輸入食品等検査指針  

第１条（目的） この指針は食品衛生法第 16 条および同法施行規則第 11 条の規定により販売

を目的としたり、営業上使用するために輸入する食品、食品添加物、器具または容器・包装

の検査に関する細部処理指針を定めることで、検査業務の均衡性・公正性・迅速性および効

率性を図ることをその目的とする。 

 

第２条（定義） この指針において使用する用語の定義は食品衛生法（以下“法という）同法

施行令（以下“施行令”という）、同法施行規則（以下“施行規則”という）および法第７

条第１項または第９条第１項の規定により告示された食品、食品添加物、器具または容器・

包装の基準および規格（以下“食品等の基準および規格”という）において定めるところに

よる。 

 

第３条（事前輸入申告の処理） 

①地方食品医薬品安全庁長または国立検疫所長（以下“地方庁長または検疫所長”という）

は施行規則第 11 条第１項の規則により到着予定日５日前から予め輸入申告した食品、食品添

加物、器具または容器・包装（以下“輸入食品等”という）に対しては申告した日を請願処

理起算日とみなし、（この場合３～５日以前に申告したものは２日前を起算日とみなす。）

書類検査を完了し、保税区域等への入庫後即時書類検査対象に該当する輸入食品等に対して

は食品等の輸入申告証明を交付しなければならず、精密検査の対象は検体採取を実施しなけ

ればならない。 

②入庫事実の確認は電話、FAX、書類等で確認でき、予め申告した到着予定日より遅く到着す

る場合その遅延期間は輸入申告処理期間に算入しない。 
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第４条（書類受付時の履行事項）自社製品製造用原料と食品公典上の食品の副原料として使用

可能な動・植物およびその他食品の原料として使用が可能なもののうち、漢方薬材としても

使用が可能な品目の場合には申告修理時ごとに輸入業者を管轄する営業許可（申告）機関で

事後管理するよう輸入内訳を通報しなければならない。 

 

第５条（同一社同一食品等の認定範囲） 

①農産物のうち製品名を細分（例；大豆：SOYBEAN, BLACK BEAN, WHITE BEAN, 小麦：

SOFT WHEAT, HARD RED WHEAT,DARK NORTH SOFT WHEAT 等）して輸入申告したとしても施行

規則第 11 条別表６の規定による同一社同一食品の条件に符号して検査項目が同一な場合には

同一社同一食品として認定することができる。 

②農・林産物は包装場所の番地まで一致した場合には同一社同一食品として認定する。ただ

し、輸出国の行政区域体系上番地を使用しない場合は除外することができる。 

 

第６条（精密検査用検体の採取基準）精密検査のために検体の採取は食品公典第２．検体採取

および扱い方法によらなければならない。ただし、器具または容器・包装の場合材質が同じ

であっても基本色が異なる場合には色別に検体を採取して検査することができる。 

 

第７条（申告を要しない食品等）施行規則第 11 条別表６ 1.サ目の規定により食品医薬品安全

庁長が危害発生の憂慮がないと認める輸入食品等は次の各号のとおり。 

１．単純に運搬または別の容器の台として使用するひも・盆 

２．装飾用に使用する器具または容器（ただし、食品の器具または容器として使用すること

はできず、食品の器具または容器として使用する時には人体に害を及ぼし得るという内容

を製品の寿命が尽きるまで消えずに見えやすい所に明確に表示された場合に限る） 

 

第８条（食品等の検査） 

①食品衛生検査機関で食品に対する無作為標本検査を実施したり、器具または容器・包装に

対する精密検査または無作為標本検査を実施する場合には別表３輸入食品等に対する品目別

重点検査項目により検査しなければならない。ただし、地方庁長または検疫所長が必要と認

める場合には検査項目を追加することができる。 
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②残留農薬に対する検査は別表１(省略)輸入農産物の分類による別表２(省略)農産物残留農

薬検査書によって次の各号に従い検査する。ただし、食品医薬品安全庁長の別途指示により

実施する検査は除外する。 

１．農産物残留農薬検査書区分により地方庁区分なくＡ郡農産物は１順位、Ｂ郡農産物は２

順位農薬を（食品公典第７.9.83）同時多成分分析法により検査する。 

２．Ａ郡農産物２～４順位とＢ郡農産物３～４順位農薬は地方庁別に計画を樹立して周期的

に検査する。 

③地方庁長または検疫所長は施行規則第 11 条第２項第１号、第２号および第４号の規定によ

る輸入食品等検査を実施する場合には食品等の輸入申告書受付日から５日以内に精密検査を

完了することを原則とする。ただし、缶・ビン詰め食品、レトルト食品等加温保存検査対象

は除外する。 

 

第９条（検査機関に対する検査依頼） 

①地方庁長または検疫所長は輸入者が地方食品医薬品安全庁または国立検疫所（以下“地方

庁または検疫所”という）以外の食品衛生検査機関に検査依頼をする場合には食品の類型お

よび試験をしなければならない検査項目を明示しなければならない。 

②輸入者は地方庁または検疫所以外の食品衛生検査機関に検査を依頼しようとする場合には

別紙第１号書式の食品衛生検査機関検査依頼申請書を当該食品等の輸入申告書と共に地方庁

長または検疫所長に提出しなければならない。 

 

第 10 条（表示基準・虚偽表示等の確認等） 

①施行規則第 11 条第２項第３号の規定による表示基準の軽微な違反事項とは施行規則第 53

条別表 15Ⅱ.1.8.ス.に該当する次の各号の事項中３つ未満をいう。 

１．包装紙材質未表示 

２．保存および保管上の注意事項未表示 

３．食品の類型未表示 

４．着香料を使用した場合着香料未表示 

５．勧奨摂取量および摂取方法未表示 

６．冷蔵、乾燥、殺菌、滅菌製品と表示しなければならない場合の未表示 

７．使用濃度および希釈倍数未表示 
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８．カロリー表示が異なる場合 

９．表示基準関連規定改正事項を反映しなければならない場合 

②法第 10 条の規定により告示された表示基準による表示事項が当該食品等の包装紙等に全く

表示されていない輸入食品等に対しては、当該食品等の申告書類を差し戻さなければならな

い。 

 

第 11 条（不適合な輸入食品等の処理等） 

①施行規則第 11 条第２項第 1 号の規定による“新鮮な食品類”以外の農・林産物と生きてい

たり、新鮮で冷蔵したもの等の水産物が多少腐敗していたり、変質または廃死していた場合

には輸入者にこれを選別させ、選別した物量に限って再輸入申告をすることができる。 

②精密検査および無作為標本検査の結果不適合な同一社、同一食品等、または有害物質等が

含有され、問題が提起された輸入食品等に対する精密検査は３回以上検査結果に適合した場

合に精密検査対象から除外する。 

③施行規則別表６ ２．ウ.（７）の規定により虚偽書類を添付する等の不正な方法で適合判

定を受け、輸入された事実がある時には、施行規則別表 15Ⅱ.1.10.イの行政処分が終了した

次の日から同輸入申告人が輸入する当該食品と別表６ ２.ウ.（８）に該当する輸入申告人

が輸入する食品等に対しては受付順に３回精密検査を受けるようにする。 

④地方庁長または検疫所長は施行規則別表６ ２．ウ.（７）、（８）の規定に違反した輸入

申告人がいる時には即時食品医薬品安全庁長にその事実を報告しなければならない。 

 

第 12 条（輸入食品等の目的外用途使用承認） 

①施行規則第 11 条別表６ ２．オ目の規定による自社製品製造用原料を当初輸入した目的外

の用途に使用または販売（ただし、糧穀管理法第 13 条の規定により制限を受けるものは除外

する）しようとする場合には次の各号の書類を添付して該当地方庁長または検疫所長の承認

を受けなければならない。ただし、自身が輸入した原料を既存の生産品目や新開発製品に使

用する場合、原料を同一法人内の複数の製造・加工業者に供給する場合、再輸出する場合、

食用外の他の用途（工業用または飼料用）に転換する場合には、これを目的外用途使用とは

みなさない。 

１．地方庁長または検疫所長が発給した食品等の輸入申告証明写本 
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２．異なる食品製造・加工業者、食品添加物製造業者、容器・包装類製造業者に販売、一時

的交換、賃貸または再契約しようとする物量および事由書 

３．第２号により当該原料を使用する者の営業許可（申告）証および品目製造報告書の写本 

４．食品衛生検査機関の検査成績書または検査証明書。（ただし、販売を目的にしたり、輸

入食品等の目的外用途使用を承認する機関で精密検査が必要と認める場合に限る。） 

５．委託契約書の写本（委託して輸入した場合に限る。） 

②地方庁長または検疫所長は第１項の規定により自社製品製造用原料を目的外の用途使用と

して承認した場合には、使用承認された営業所在地管轄地方庁長に通報し、通報を受けた地

方庁長は周期的に事後管理をしなければならない。 

 

第 13 条（税関長要件確認除外品目に対する輸入申告・検査および管理等）地方庁長または検疫

所長は器具または容器・包装の輸入申告および検査履行の有無を持続的に管理しなければな

らない。 

 

第 14 条（輸入最小量の範囲および認定基準） 

①施行規則第 11 条別表６ ３．ア.（５）項による輸入最小量は申告量で 100Kg 以下をいう。 

②第１項の規定による最初輸入量が輸入最小量以下の時には、地方庁または検疫所以外の食

品衛生検査機関で食品等の基準および規格検査を受けなければならない。この場合輸入最小

量以下で再輸入する時には同一社、同一食品等として認定することができる。ただし、輸入

最小量以上で再輸入された場合には施行規則別表６ ３.ア.（６）項により精密検査を実施

しなければならない。 

③第２項による輸入食品等の基準および規格検査は第８条の規定による。 

 

第 15 条（行政事項）地方庁長または検疫所長は食品等の輸入申告を受けた時には受付けた順序

によりこれを処理しなければならない。ただし、これを理由に検査が完了した輸入食品等に

対して食品等の輸入申告証明の発給を遅延させてはならない。 

 

附   則 

第１条（施行日）この告示は交付した日から施行する。 

第２条（検査が進行中の輸入食品等に関する経過措置） 
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①この告示事項前に輸入申告をし、この告示施行前に輸入申告をし、この告示施行当時検査が進行

中の事項に対しては従前の輸入食品等検査指針による。②第11条第２項、第３項は2000年７月13日

までであるが、一時的に適用する。③別表３（省略）輸入食品等に対する品目別重点検査項目は

2000年９月１日までは従前の規定による。 
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<参考資料２> 動植物検疫関連規定 

 

□ 植物防疫法（最新改正2000年5.13日） 

第１条（目的）この法は輸出入植物と国内植物を検疫して植物に害を及ぼす動・植物の防除に関して

必要な事項を規定することで農・林業生産の安全と増進に貢献することを目的とする。 

 

第２章 輸出入植物検疫 

第６条（輸入制限） 

①植物等を輸入しようとする者は輸出国の政府機関により発給されたもので、検査結果規制病害虫

が付いていないと確認した事実を記載した検査証明書または写本を添付しなければ輸入することは

できない。ただし、植物等を植物検疫に関する政府機関がない国家から輸入する場合、携帯して輸

入する場合および郵便物で輸入する場合、その他に農林部令が定める場合にはその限りでない。<

改正 1996.8.8,1999.2.5,2002.5.13> 

 

②植物等と第７条第２項の規定により輸入が許可される禁止品は郵便物として輸入する場合を除い

て、農林部令が定める港湾または空港（以下“検疫場”という）以外の場所を通して輸入すること

はできない。<改正 2002.5.13> 

 

③削除 <2002.5.13> 

 

④農林部長官は外国の特定地域で規制病害虫が発生し、国内に流入するおそれがある等、病害虫

の管理に緊急を要する状況が発生したと認められる時には、当該地域で生産または発送された

り、その地域を経由した植物等の輸入を一時的に制限することができる。<改正 

1996.8.8,1999.2.5> 

 

⑤農林部長官は第13条第4項の規定により要求した検査または消毒措置を履行しない国家の植物の

輸入を制限することができる。<新設 1999.2.5> 

 

第７条（輸入禁止） 

①次の各号の１に該当する物品等（以下“禁止品”という）は輸入することができない。<改正 
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1996.8.8,1999.2.5,2002.5.13> 

１．第８条の規定による病害虫危険分析結果国内に流入した場合、国内植物に被害が大きいと認

められる病害虫が分布している地域に生育している植物と当該地域を経由した側物。この場合

対象病害虫・対象地域および対象植物は農林部令により定める。 

２．病害虫 

３．農林部令により定める土または土が付着している植物 

４．第１号ないし第３号の規定による物品等の容器・包装 

 

②第１項の規定にかかわらず次の各号の１に該当する場合には禁止品を輸入することができる。<

新設 2002.5.13> 

１．試験研究用或いは政府が認定する国際博覧会用に提供するために農林部長官の許可を受け

た場合。 

２．第１項第1号の規定による植物で、当該植物に生息する病害虫を死滅させる方法をその輸出

国が提示し、農林部長官がその妥当性の有無に対して第８条の規定による病害虫危険分析結

果、国内植物に被害を与えるおそれがないと認めた植物の場合。 

３．第１項第２号の規定による病害虫で、植物学的防除用または農林部長官が定める目的で最

初にこれを輸入しようとする者が当該病害虫が植物に害を与えないという根拠資料または危

険管理法案を提示し、農林部長官がその妥当性の有無に対して第８条の規定による病害虫危

険分析結果、国内植物に被害を与えるおそれがないと認めた病害虫の場合。 

 

③農林部長官は禁止品のうち第２項の規定により輸入が許可される物品に対して輸入方法、輸入後

の管理方法、その他に必要な条件を付けることができる。<新設 2002.5.13> 

 

第９条（輸入植物等の検査） 

①植物等や第７条第2項の規定により禁止品を輸入する者は遅滞なく農林部設置の植物検疫業務を

担当する機関（以下“国立植物検疫機関”という）の長に申告し、第６条第１項の違反有無、同条

第４項および第５項の規定による輸入制限事項の違反有無、禁止品であるかの有無または規制病害

虫の有無に対して植物防疫官の検査を受けなければならない。ただし、第３項の規定により検査を

受けた場合と郵便物で輸入した場合にはその限りでない。<改正 1996.8.8,1999.2.5,2002.5.13> 
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 ②第１項の規定による検査は検疫場に駐在している植物防疫官が指定する場所で実施する。<改正 

1996.8.8,2002.5.13> 

 ③植物防疫官は輸入される植物等や禁止品に規制病害虫がいるとの疑いがあり、その規制病害虫が

繁殖するおそれがあると認められる時には当該植物等や禁止品に対して船舶・車両または航空機の

中に入って通関に先んじて検査をすることができる。<改正 1999.2.5,2002.5.13> 

 ④通関手続きに関する業務を執行する郵便局長は植物等または禁止品が入っていたり、入っている

と疑われる郵便物を受付けた時には遅滞なくその事実を国立植物検疫機関の長に通知しなければな

らない。 

 ⑤植物防疫官は第４項の規定による郵便局長の通知がある時には該当郵便物を検査しなければなら

ない。この場合検査のために必要と認められる場合には該当郵便局公務員の参与下にその郵便物を

開けることができる。 

 ⑥第５項の規定による検査を受けていない植物等または禁止品が入っている郵便物を受け取った者

はその郵便物を添付して遅滞なくその事実を国立植物検疫機関の長に申告し、植物防疫官の検査を

受けなければならない。 

 ⑦植物防疫官は農林部令が定める種子に対する第1項・第３項・第５項および第６項の規定による

検査結果、規制病害虫の有無を判定することが困難だと認められる場合には当該種子の所有者また

は代理人に隔離栽培を命じてその栽培地で検査をしたり、当該種子の一部を国立植物検疫機関で隔

離栽培して検査をすることができる。<改正 1996.8.8,1999.2.5,2002.5.13> 

 ⑧第１項の規定による申告および第７項の規定による隔離栽培の検査方法・手続き等に関して必要

な事項は農林部令により定める。<新設 2002.5.13> 

 

第13条（輸入する植物等に対する輸出国での検査等） 

①農林部長官は次の各号の１に該当する場合には植物防疫官を輸出国に出荷し、輸入する植物等に

対する検査（以下“現地検査”という）をすることができる。 <改正  1996.8.8, 

1999.2.5,2002.5.13> 

１．輸出国が当該国家の植物等を輸出するためにわが国の植物防疫官が当該国家で輸出前に検査

をすることを要請する場合。 

２．第７条第２項第２号の規定により同条第１項第1号の規定による植物を輸入する場合。 

３．その他規制病害虫の流入を防ぐために農林部長官が必要と認める場合。 

②第１項の規定による現地検査に必要な検査の方法、その他検査に関して必要な事項は第12条の規
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定による検査の方法等を準用して農林部長官が決定・告示する。<改正 1996.8.8> 

③第１項および第２項の規定による現地検査結果が表示された検査合格証明書が添付された植物

等に対しては第９条第３項ないし第７項の規定を適用しない。 

④農林部長官は規制病害虫が分布している国家から輸入される植物に対しては栽培地で検査または

消毒措置をするよう輸出国に要求することができる。この場合その要求対象国家および対象植

物は農林部長官が定める。<新設 1999.2.5> 

 

□ 家畜伝染病予防法（一部改正 2001.1.26 法律 第6379号） 

第３章 輸出入の検疫 

第20条（検疫官の権限） 

①検疫官はこの法に規定された職務を遂行するために必要と認められる時には検疫物を積載した船

舶・航空機・保税区域その他必要な場所に出入りすることができる。 

②検疫官は検疫業務の遂行に必要と認められる時には検疫物件と容器および包装を検査したり、関係

者に対して質問をすることができ、検査に必要な最小量の物件や容器・包装等を無償で収去するこ

とができる。 

 

第20条の２（指定検疫物）輸出入検疫対象物件は次の各号の１に該当する物件で、農林部令が定める

物件（以下“指定検疫物”という）とする。[改正 96.8.8,99.3.31，2001.1.26] 

１．動物とその死体 

２．骨・肉・皮・卵・毛・ひづめ、角等動物の生産物とその容器・または包装 

３．その他家畜伝染性疾病の病原体を広げるおそれがある飼料・器具・さやその他これに準ずる

物件[施行日 2001.7.27] [本条新設 95.1.5] 

 

第21条（輸入禁止） 

①次の各号の１に該当する物件は輸入することができない。ただし、試験研究用に提供するために

農林部長官の許可を受けた物件と航空機または船舶の単純寄航等、農林部令が定める場合に該当す

る輸入禁止地域を経由した指定検疫物の場合にはその限りでない。<改正 96.8.8> 

１．農林部長官が指定・告示する輸入禁止地域で生産または発送されたり、その地域を経由した

指定検疫物 

２．動物の伝染性疾病の病原体 
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②農林部長官は第１項ただし書きの規定により輸入を許可する時には輸入方法、輸入された指定検

疫物等の事後管理その他必要な条件を付けることができる。<改正 96.8.8>[全文改正 95.1.5] 

 

第22条（輸入禁止物件等に対する措置） 

①検疫官は第21条の規定により輸入が禁止された物件が輸入されたり第23条第１項の規定により輸

出国の政府機関により発行された検疫証明書を添付しない指定検疫物が輸入された時には荷主

（その代理人を含む。以下同様）に返送を命じることができ、発送する場合家畜伝染病予防に支

障があると認められる場合には焼却または埋没を命じることができる。ただし農林部令が定める

場合にはその限りでない。<改正 84.12.31,95.1.5,96.8.8> 

②第１項の規定による命令を受けた荷主はこれを返送・焼却または埋没をしなければならず、農林

部令が定める期間までに命令を履行しない時には検疫官が自ら焼却または埋没することができる。

<改正84.12.31,95.1.5,96.8.8> 

③検疫官は第１項および第２項の規定にかかわらず該当指定検疫物が次の各号の１に該当する時に

は自ら焼却または埋没をしたり荷主に即時焼却または埋没することを命じることができる。 

１．荷主が不分明であったりその所在が不明で、第１項の規定による命令を履行できない場合。 

２．指定検疫物が腐敗・変質したり、腐敗・変質するおそれがあると判断される場合。 

３．その他指定検疫物の輸入によって国内家畜伝染病予防や公衆衛生上に重大な危害が発生する

おそれがあると判断される場合で、農林部長官の承認を得た場合。<全文改正 99.3.31> 

④検疫官は第２項および第３項の規定により貨物に対する措置をした時にはその事実を当該検疫物

の通関業務を管掌する機関の長に通報しなければならない。 

⑤第２項および第３項の規定により焼却または埋没しなければならない検疫物は検疫官の許可なく

しては他の場所に移動することはできない。 

⑥第２項および第３項の規定により処理される検疫物に対する保管料・飼養管理費および焼却・埋

没または運搬等による諸費用は荷主の負担とする。ただし、荷主が不明であったり、その所在が

不明または輸入物件が少量である場合で、検疫官の処理がやむを得ない場合にはその焼却・埋没

または運搬等による諸費用は国庫負担とする。<改正 95.1.5> 

 

第23条（輸入のために検疫証明書の添付） 

①第21条第１項の規定により輸入が禁止されていない指定検疫物を輸入する者は輸出国の政府機関

によって発行される家畜伝染病の病原体を広げるおそれがないと証明した検疫証明書を添付しな
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ければならない。ただし、動物検疫に関する政府機関がない国家からの輸入等農林部令が定める

場合にはその限りでない。<96.8.8> 

②農林部長官は家畜防疫および公衆衛生上必要と認められる場合には第１項の規定による検疫証明

書の内容に関連する輸出国の検疫内容および衛生状況等衛生条件を定めて告示することができる。 

 

第23条の２（動物輸入に対する事前申告等） 

①指定検疫物のうち農林部令が定める動物を輸入しようとする者は輸入予定港または空港を管轄す

る動物検疫機関の種類・数量・輸入時期および場所等を申告しなければならない。 

<改正 96.8.8, 99.3.31> 

②動物検疫機関の長は第１項の規定により申告を受けた時には申告された検疫物量、他の検疫業務

および処理優先順位等を鑑みて輸入の数量・時期または場所を変更することができる。[本条新

設 95.1.5] 

③第１項および第２項の規定による申告等の手続き・方法等に関して必要な事項は農林部令により

定める。[本条新設 99.3.31] 

 

第24条（輸入検疫） 

①指定検疫物を輸入した者は遅滞なく動物検疫機関の長に申告し、農林部令が定めるところにより

検疫官の検疫を受けなければならない。[改正 95.1.5,96.8.8] 

②検疫官は指定検疫物以外の物件が家畜伝染性疾病の病原体によって汚染されたと信じるに足りる

相当な理由がある時には輸入後遅滞なくその物件を検疫しなければならない。 

③検疫官は検疫業務を遂行するために必要と認められる場合には第１項の規定による申告または関

税法第154条の規定による保税区域貨物管理者の要請がなくても保税区域に装置された携帯検疫

物等検疫物に対する検疫を実施することができる。[新設 95.1.5,2000.12.29] 

  

第24条の２（輸入場所の制限） 

指定検疫物は農林部令が定める港または空港を通して輸入しなければならない。ただし、第26条の

規定により郵便物で輸入する場合と動物検疫機関の長が指定検疫物を輸入する者の要請によって港

または空港を別に指定する場合にはその限りでない。<改正 96.8.8> [本条新設 95.1.5] <改

正 99.3.31> 
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第25条（貨物目録の提出） 

①輸入貨物を輸送する船舶会社・航空会社および陸上運送会社は船舶・航空機・列車または貨物自

動車が指定検疫物を積載した時には船舶・航空機・列車または貨物自動車が到着する前または到

着後即時に貨物目録を動物検疫機関の長に提出しなければならない。 [ 改正 

84.12.31,95.1.5,2001.1.26][施行日 2001.7.27] 

②動物検疫機関の長は第１項の規定による貨物目録の提出を受けた時には検疫官に指定検疫物の積

載有無確認等、農林部令が定めるところによって船舶・航空機・列車または貨物自動車で検査を

実施するようにしなければならない。[改正 95.1.5, 96.8.8, 2001.1.26]  [施行日 

2001.7.27] 

③削除[99.3.31] 

④検疫官は第２項の規定による検査結果不合格となった指定検疫物に対してはその荷役を禁止し、

荷主に返送を命じたり、返送する場合家畜伝染病予防に支障があると認められる場合には焼却ま

たは埋没を命じることができる。[新設 95.1.5] 

⑤第４項の規定による不合格となった指定検疫物の返送・焼却または埋没処理・移動制限等に関し

ては第22条第2項ないし第６項の規定を準用する。[新設 95.1.5] 

 

第26条（郵便物での輸入） 

①削除<99.3.31> 

②指定検疫物を郵便物で輸入する者がその郵便物を受けとった時には遅滞なく当該郵便物を添付し

てその事実を動物検疫機関の長に申告し、農林部令が定めるところにより検疫官の検疫を受けな

ければならない。ただし、第４項の規定により検疫を受けた郵便物の場合にはその限りでない。

<改正 96.8.8,99.3.31,ただし書き新設 99.3.31> 

③郵便局長は検疫を受けていない指定検疫物を入れた輸入郵便物の送付を委託された時には遅滞な

くその事実を動物検疫機関の長に通報しなければならない。<改正 95.1.5,99.3.31> 

④第３項の規定による通報を受けた動物検疫機関の長は当該物件を遅滞なく検疫しなければならな

い。<改正95.1.5> 

⑤第４項の規定による検疫は当該郵便物の受取人の立会いのもとに実施しなければならない。ただ

し、当該郵便物の受取人が検疫を拒否したり、正当な事由なく立ち会わない時には郵便局職員の

立会いのもとに検疫を実施することができる。[本条新設 99.3.31] 
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第27条（検疫証明書の交付等） 

検疫官は第24条または第26条の規定による検疫においてその物件が家畜伝染疾病の病原体を広げ

るおそれがないと認められる時には農林部令が定めるところにより検疫証明書を交付したり、指定

検疫物に烙印その他の表示をしなければならない。ただし、第24条第２項の規定により検疫した場

合 に は 請 求 が あ る 時 に 限 っ て 検 疫 証 明 書 を 交 付 或 い は 、 表 示 す る 。 < 改 正 

84.12.31,95.1.5,96.8.8> 

 

第28条（輸出検疫） 

①指定検疫物を輸出しようとする者は農林部令が定めるところにより検疫官の検疫を受けなければ

ならない。<改正 84.12.31,95.1.5,96.8.8> 

②第１項の指定検疫物以外の動物およびその生産物等の輸出検疫を受けようとする者は申請により

検疫官の検疫を受けることができる。<新設 95.1.5> 

③第１項および第２項の輸出検疫は相手国の政府機関または輸入業者が要求する基準・方法等によ

ることができる。<新設 99.3.31> 

④動物検疫機関の長は輸出検疫と関連して必要と認める時には地方自治体の長に所属する家畜防疫

官または畜産物加工処理法による検査員が家畜および畜産物に対して行う検査・投薬・予防接種

等に関する資料の提出を要請することができる。この場合地方自治体の長は正当な事由がない限

り拒否してはならない。<新設 99.3.31> 

⑤検疫官は第１項および第３項の規定による検疫でその物件が家畜伝染性疾病の病原体なないと認

める時には農林部令が定めるところにより検疫証明書を交付しなければならない。<改正 

84.12.31,95.1.5,96.8.8,99.3.31> 

 

第29条（検疫施行場） 

①第24条第１項と第28条第１項および第２項の規定による指定検疫物等の検疫は動物検疫機関の畜

舎または検疫倉庫で実施しなければならない。ただし、第24条第１項の規定による輸入検疫物の

うち動物検疫器官の検疫施設での検疫が不可能だったり、不適当だと認められる時、第28条第１

項および第２項の規定による輸出検疫物が施設・装備等検疫要件が備えられた加工製品工場・集

荷場にある時または国内家畜防疫状況に照らして家畜伝染病の病原体が広がるおそれがないと認

められる時には農林部令が定めるところにより、当該施設内で検疫を実施することができる。<

改正 84.12.31,95.1.5,96.8.8> 
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②第１項のただし書きの規定による検疫施行場に対しては農林部令が定めるところにより管理獣医

師を置くことができる。ただし、輸入原皮加工場等農林部令が定める検疫施行場に対しては検疫

管理人を置くことができる。<改正 95.1.5,96.8.8> 

③第２項のただし書きの規定による検疫管理人の資格・任務等に関して必要な事項は大統領令によ

り定める。[本条新設 99.3.31] 

 

第30条（検疫物の管理人指定等） 

①動物検疫機関の長は検疫施行場の秩序維持と検疫物の安全管理のために必要と認められる時には

農林部令が定めるところにより入出庫操作または飼養および保管管理に必要な基準を定めること

ができ、飼養および保管管理の責任を負う飼養管理人或いは保管管理人を指定することができる。

<改正 95.1.5,96.8.8> 

②次の各号の１に該当する者は飼養管理人または保管管理人に指定することができない。<新設 

95.1.5> 

１．国家公務員法第33条各号の１に該当する者 

２．飼養管理人または保管管理人の指定取り消しを受けた日から３年が経過していない者 

③削除<99.3.31> 

④検疫施行場の飼養管理人或いは保管管理人は検疫物管理に必要な費用を荷主から徴収することが

できる。この場合、その費用は動物検疫機関の長の承認を受けなければならない。<改正 

95.1.5> 

⑤動物検疫機関の長は検疫上必要と認められる場合には指定検疫物の荷主或いは運送業者に指定検

疫物或いは輸送車両に対して指定検疫物の荷主の負担により農林部令が定めるところにより消毒

を命じたり、ネズミ・昆虫等を駆除することを命じることができる。 

<新設 84.12.31,95.1.5,96.8.8> 

 

第30条の２（削除） 

 

第31条（不合格品等の処分） 

①検疫官は第24条・第26条と第28条第１項および第２項の規定による検疫において家畜伝染病の病

原体に汚染されていたり、汚染されたと信じるに足りる相当な理由がある検疫物を発見した時、

または公衆衛生上危害が発生するおそれがある検疫物を発見した時には当該検疫物の一部または
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全部に対して荷主に家畜防疫上または公衆衛生上危害がない方法によって処理することを命じた

り、自らこれを廃棄することができる。<改正 84.12.31,95.1.5> 

②動物検疫機関の長は第１項の規定により輸入検疫物を処理したりこれを廃棄した時にはその事実

を当該検疫物の通関業務を管掌する機関の長に通報しなければならない。<改正 95.1.5> 

 

第31条の２（船舶・航空機内の食べ物確認等） 

①検疫官は外国からわが国に帰国した船舶または航空機に出入りし、残っている食べ物の処理状況

を確認することができ、家畜防疫上必要な場合には関係行政機関の長に関係法令によりこの処理

に関して必要な措置を要請することができる。 

②検疫官は外国からわが国に帰国した船舶または航空機内に残っている食べ物を処理する業者に出

入りし、この処理状況を検査したり必要な資料の提出を求めることができる。[本条新設 

99.3.31] 
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<参考資料３> 統合公告の農水産物輸入規制関連規定 

 

産業資源部告示 第00-131号（2000年12月18日付） 

第３節 食品および食品添加物、食品用器具・容器・包装の輸入 

 

第47条（適用範囲）この節は食品衛生法（以下この節では“法”という）による食品および食品添加

物、食品用器具・容器・包装類（以下“食品等”という）の輸入に関して適用する。ただし、この

告示の適用を受けた物品は販売または営業上使用したり不特定多数人に提供するためのものに限定

する。 

 

第48条（輸入許容基準）食品等は法第７場および第９条の規定により食品医薬品安全庁長が定め、告

示した食品等の基準および規格または食品医薬品安全庁長が認める食品等の一時的基準および規格

に適合し、食品衛生上製造、加工、処分、販売および処理を禁止していない場合に限って輸入する

ことができる。 

 

第49条（食品等販売業申告） 

①食品等を輸入して販売したり営業上使用しようとする者は法第22条第１項、第５項および法施行

令第10条、第13条の規定により営業許可または申告をしなければならない。 

②食品営業許可（申告）をしようとする者は法施行規則別紙第13号書式または第25号書式による営

業場所を管轄する地方食品医薬品安全庁長または市・郡・区庁長（自治体の区庁長をいう）に提

出して営業許可（申告）証の交付を受けなければならない。（00-131号 改正） 

 

第50条（食品等の輸入申告） 

①食品等を輸入する時には輸入する時ごとに法第16条および法施行規則第11条第１項の規定により

次の各号の書類（電子文書交換方式で輸入申告をする場合には第２号および第３号以外の書類）

を輸入する食品等の通関場所（器具または容器・包装の場合には通関場所または保管場所をい

う）を管轄する地方食品医薬品安全庁長または国立検疫所長（ソウル・釜山・仁川・金海を除く。

以下この節では同様。）に申告しなければならない。ただし、保税運送の場合は輸入物品保管場

所を管轄する地方食品医薬品安全庁長または国立検疫所長に提出しなければならない。（00-75

号 改正） 
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１．食品等の輸入申告書１部（法施行規則別紙第４号書式） 

２．食品衛生検査機関が発給した食品等の一時的基準および規定検討書写本１部 

（化学的合成品でない食品添加物と食品および食品添加物に使用される器具または容器・包装

に限る。） 

３．物品製造報告書の写本または営業許可（申告）証の写本１部（自社の製品を製造するための

原料を輸入する場合に限る） 

４．検査成績書または検査証明書１部（食品等の輸入申告および検査方法で定める精密検査対象

食品等で、食品医薬品安全庁長が認める国内外の検査機関で精密検査を受け、提出する場合

に限る） 

５．ハングル表示がなされた包装紙（ハングル表示が印刷されたステッカーを貼った包装紙を含

む）またはハングル表示内容が記載された書類 

②地方食品医薬品安全庁長または国立検疫所長は食品等の輸入申告書に必要な書類の受付、食品等

の輸入申告証明の交付または不適合通報を食品医薬品安全庁長が定めるところにより電子文書交

換方式で行うことができる。 

③器具または容器・包装を輸入する者は税関通関手続き前か完了後即時に該当製品の通関場所およ

び保管場所を管轄する地方食品医薬品安全庁長または国立検疫所長から食品等輸入申告証明の発

給受けた後、流通・販売しなければならない。（00-75号 改正） 

④地方食品医薬品安全庁長または国立検疫所長は事後要件確認品目である器具または容器・包装の

輸入申告および検査履行の有無を持続的に管理しなければならない。（00-75号改正） 

⑤法施行規則第11条〔別表６〕1.ケ目で規定した食品医薬品安全庁長が危害発生のおそれがないと

認めた食品等は次の各号のとおり。（00-75号改正） 

１．単純に運搬または他の容器の台として使用するひも・盆 

２．装飾用として使用する器具または容器（ただし、食品の器具または容器として使用すること

はできず、食品の器具または容器として使用する時には人体に害を及ぼし得るという内容が、

製品の寿命が尽きるまで、消えずに見えやすい場所に明確に表記された場合に限る。） 

 

第51条（輸入申告を要しない食品等）①次の各号の１に該当する食品等は申告を要しない。 

１．わが国にある外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる機関が輸入する公用の食品

等、またはその機関に属する公務員およびその家族が輸入する自家消費用食品等 

２．旅行者が携帯する自家消費用として認められる食品等 
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３．無償で搬入する商品の見本および広告物品で、その表示が明確な食品等 

４．外国の経済水域で当該国船舶との共同漁業で捕獲・採取し、国内船舶で冷凍または加工さ

れた水産物 

５．食品等の製造・加工・調理・貯蔵・運搬等に使用する機械類とその付属品 

６．食品添加物のうち化学的合成品を製造する原料。ただし、混合精製の成分になるものは除

外する。 

７．政府または地方自治体が直接使用する食品等 

８．関税法第51条の規定により税関長の許可を受けて外国に往来する船舶または航空機内で使

用する食品等 

９．外貨獲得用食品等の製造・加工または調理に使用する器具の原材料 

10．無償で搬入する先天性代謝異常疾患患者用食品 

11.その他食品医薬品安全庁長が衛生上危害発生のおそれがないと認める食品等 

 

②第１項各号の食品等以外は輸入する時ごとに輸入港を管轄する地方食品医薬品安全庁長または国

立検疫所長に申告をしなければならない。 

 

第52条（輸入食品等の表示）①輸入した食品等を国内で再加工・再包装等の過程を経ずに本来の包装

状態で流通させる製品の場合には法第10条の規定によって告示した『食品等の表示基準』により次

の各号の事項をハングルで表示しなければならない。 

１．製品名（器具または容器・包装除外） 

２．食品の類型（別に定める製品に限る）（00-131号 改正） 

３．業者名および所在地 

４．製造年月日（別に定める製品に限る） 

５．流通期限（食品添加物、器具または容器・包装除外） 

６．内容量（器具または容器・包装除外） 

７．原材料名（器具または容器・包装は材質で表示）および含量（原材料を製品名または製品

名の一部として使用する場合に限る）（00-131号 改正） 

８．成分名および含量（成分表示をしようとする食品および成分名を製品名または製品名の一

部として使用する場合に限る）（00-131号 改正） 

９．栄養成分（別に定める製品に限る）（00-131号 改正） 
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10.その他食品の細部表示基準で定める事項（00-131号 改正） 

 

②農水産物品質管理法第16条の規定により遺伝子変更農産物を表示する農水産物を主要原材料とし

て１以上使用して製造・加工した食品または食品添加のうち製造・加工後にも遺伝子再組換えDNA

または外来タンパク質が入っている輸入食品等は「遺伝子再組換え食品等の表示基準」によりハン

グル表示しなければならない。（00-131号 新設） 

 

第５節  糧穀類の輸出入 

第58条（糧穀類の範囲）この告示の適用を受ける糧穀類は糧穀管理法第２条の規定により、米穀、麦

類とこれを原料とした粉砕物、粉末その他これに準ずるものとし、その具体的品目は別表１，２

（省略）に示す。 

 

第59条（要件確認機関等）要件確認機関および輸入推薦対象は次のとおり。 

要件確認（推薦)機関 推薦対象者 
（輸出推薦対象者は別表１に掲記） 

具備書類 

１．農林部長官 
 
２．農業共同組合中央会 

１．対外貿易法第13条規定による国内総合
貿易商社 
２．農林部長官または推薦機関の長が必要
と認める者 

原料使用および製品生産
計画書 １部 

 

 

第７節 動物および動物性生産品の輸出入 

第62条（適用範囲）①この節は家畜伝染病予防法（以下この節では“法”という）第20条の２および

第21条の規定による物品の輸出入に適用し、具体的な物品の範囲は別表１,２のとおり。 

②指定検疫物と混合されて作られた獣肉加工品等に対しては第１項の規定を準用する。 

 

第63条（輸出国検疫証明書）法第20条の２および法施行規則第15条の規定により輸入する動物と動物

の生産物は輸出国政府機関で発行された検疫証明書を添付していなかったり、農林部長官が定め

る輸入衛生条件に符号しない場合には輸入できない。ただし、次の各号の１に該当する場合には

検疫証明書を要しない。 

１．理化学的消毒方法によって防疫上安全な状態で加工処理された指定検疫物で、国立獣医科学

検疫院長が定めるもの（00-75号 改正） 
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２．乾燥した指定検疫物のうち携帯品と小包み郵便物 

３．剥製品（ただし、偶蹄類、生畜輸入禁止地域産の偶蹄類剥製品は輸入禁止） 

４．動物病院で発給した狂犬病予防接種証明書（90日齢未満の場合には健康証明書）を具備した

犬および猫（00-75号 改正） 

５．動物検疫に関する政府機関がない国家から輸入される指定検疫物で、予め国立獣医科学検疫

院長の承認を得た指定検疫物（00-75号 改正） 

６．政府機関に押収されたり、国家に帰属された指定検疫物のうち乾燥したもので、それによっ

て家畜伝染病病原体の伝播のおそれがないと国立獣医科学検疫院長が認めるもの（00-75号 

改正） 

７．法第21条第１項各号以外の部分規定により、試験研究用に国立獣医科学検疫院長の許可を受

けた動物の伝染性疾病の病原体（00-75号 改正） 

８．輸入許容地域で生産された肉類で、国立獣医科学検疫院長が認定・告示する輸出国の合格表

示が表示されている包装・容器等に包装された状態で携帯して輸入するもの（00-75号 改

正） 

 

第64条（動物輸入の事前申告）指定検疫物のうち動物を輸入しようとする者が法第23条の２および法

施行規則第16条の２の規定により事前申告しなければならない対象動物および申 告書提出期限等

は次の各号のとおり。 

１．対象動物：牛、馬、豚、鹿、緬羊、山羊、蜜蜂、犬（10頭以上に限る。哺乳中の子  犬を

母犬と共に輸入する場合には子犬を除外）(00-75号 改正) 

２．動物輸入事前申告書提出期限等は国立動物検疫所長が別途定める要領による 

 

第65条（検疫物に対する措置） 

①次の各号の指定検疫物に対して国立動物検疫所長は返送、焼却、埋没等の必要な措置を取ることが

できる。 

１．輸出国の政府機関により発行された検疫証明書が添付されていない検疫物 

２．農林部長官が定める輸入衛生条件に符号しない検疫物 

３．輸入検疫時不合格となった検疫物 

②農林部長官は別表２に掲記された輸入許容地域や物品であっても悪性家畜伝染病が発生した場合

には即時該当地域および物品の輸入を禁止させることができる。 
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第66条（輸入場所の指定）法第24条第２項の規定による輸入指定場所は次の各号のとおり。 

１．港：釜山港・仁川港・済州港・蔚山港・東海港・群山港・浦項港・馬山港・麗水港・平沢

港・光陽港・木浦港および束草港（00-75 号 改正） 

２．空港：仁川国際空港・金海国際空港・済州国際空港・大邱空港・光州空港および清州空港 

第８節 植物および植物性生産物等の輸出入 

 

第 67 条（適用範囲）この節は植物防疫法（以下この節では“法”という）第２条および第７条の規

定による植物および禁止品の輸入と法第 11条の規定による輸出に関して適用する。 

 

第 68 条（輸出入植物の検査） 

①植物や禁止品を輸入する者は遅滞なく国立植物検疫所に申告し、植物防疫官の検査を受けなければ

ならず、植物防疫官は検査結果規制棒害虫および暫定規制病害虫が発見された植物に対しては、消

毒・廃棄または返送することを命じなければならず、規制病害虫の付着有無を判定することが困難

な再植用または繁殖用植物に対しては隔離栽培検査に必要な措置を取るか、その所有者或いは管理

者に同措置を命じることができ、検査の結果合格したものでなければ輸入することはできない。 

②法第 11 条の規定による植物とその容器・包装を輸出しようとするものは当該植物と容器・包装に

対して検査を受けた結果合格したものでなければ輸出することはできない。ただし、郵便物で輸

出したり、輸入国が検査合格証明書を要求しない植物等“その他農林部令が定める植物”等の場

合にはその限りでない。また、輸入国で栽培地検査を要求している植物は輸出検査を受ける前に

当該植物の栽培中に栽培地検査を先ず受けなければならない。 

 

第 69 条（輸出検査対象から除外される植物等）第 68 条第２項ただし書の規定による“その他農林部

令が定める植物等”とは、次の各号の１に該当するものをいう。 

１．生薬材で、加工して病害虫が死滅した植物等 

２．冷凍処理をして病害虫が死滅した植物等 

３．携帯して輸出される植物等 

 

第 70 条（輸入場所の指定）法第６条第２項の規定により植物等を輸入できる港または空港は次の各

号のとおり。 
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１．港：開港秩序法施行令第２条第１項の規定による開港と海洋水産部長官の臨時入港許可を受

けた後湾 

２．空港：仁川国際空港・金海国際空港・済州国際空港・ソウル空港・大邱空港・光州空港と建

設交通部長官の臨時就航許可を受けた空港 

 

第 71 条（輸入禁止） 

①次の各号１に該当する品目は輸入できない。ただし、試験研究用または政府が認める国際博覧会用

に提供するために農林部長官の許可を受けたりまたは、農林部長官の病害虫衛生分析評価結果条件

付で輸入許容された場合には例外とする。 

１．法第８条の規定による病害虫危険に関する分析、評価結果国内に流入した場合、国内植物に

被害が大きいと認められる病害虫が分布している地域に生育している植物と当該地域を経由し

た植物。この場合対象病害虫・対象地域および対象植物は農林部令により定める。 

２．有害動物または有害植物 

３．土または土が付着した植物 

４．前各号に掲記した物品等の容器・包装 

②第１項ただし書きの許可を受けて輸入する場合にはその許可を証明する書類を添付しなければな

らない。 

 

第 72 条（輸出国検査証明書）法第６条の規定により輸入する植物とその容器・包装は輸出国政府で

発行した検査証明書またはその写本を添付しなければならない。 

ただし、各号に該当する場合にはその限りでない。 

１．入国者が携帯する植物 

２．国際郵便物として輸入する植物 

３．木材類および竹材類 

４．試験研究用に提供する植物および有害植物 

５．播種用または再植用でない無限輸入植物 

６．冷凍処理された植物で、植物検疫所長が定めて告示する植物 

７．税関が共売等の方法で処分する輸入植物 

８．植物検疫に関する政府機関がない国から輸入する場合 
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９．高熱・乾燥・粉砕・圧搾およびその他密閉包装により加工された植物で、国立植物検疫所長

が定めて告示した植物 

 

第 73 条（輸入禁止地域および輸入禁止植物）法第７条第１号の規定による輸入禁止対象病害虫・対

象地域および対象植物は別表 10 のとおり。 

 

第９節 種子の輸出入 

第 74条（適用範囲）この節は種子産業法（以下この節では“法”という）第２条第３号の規定によ

り種子の輸出入に関して適用し、具体的な品目は別表１．２のとおり。 

 

第 75 条（輸出入申告範囲等） 

①法第 114 条の規定による国家品種目録登載対象作物の種子を輸出入しようとする者は、農林部長官

に申告しなければならない。 

②第１項の規定による種子の輸出申告範囲は次のとおり 

１．法施行令第 50条第１項第５号の規定による国内遺伝子原保存に深刻な支障を招くおそれが

ない場合 

③第１項の規定による種子の輸入申告範囲は次のとおり 

１．国家品種目録に登載された品種 

２．法施行令第 44条の規定による国際種子検定機関の種子保証を受けた種子 

 

第 76 条（輸入種子の輸入適用性試験）法第 141 条第１項の規定により、農林部長官が定める作物の

種子で、国内に初めて輸入される品種の種子を販売するために輸入しようとする者は当該品種の種

子に対して輸入適用性試験を受けなけれならない。 

 

第 77 条（輸出申告書の特例）法第 140 条第１項ただし書きにより法施行規則第 114 条第１項で定め

た試験または研究機関は同規則第 114 条第２項で定めた限度量以下の種子を輸出入する場合には輸

出入申告なく輸出入することができる。 

 

第 78 条（具備書類）種子の輸出入申告証明の交付を受けようとする者が法施行規則第 113 条第１項

の規定により輸入する場合には次の各号の書類を備えて農村振興庁長に申告しなければならない。 
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１．種子保証書 １部（法施行令第 44条の規定による国際種子検定機関が発給したものに限

る） 

２．品種目録登載確認書 １部 

 

第 28 節 畜産物の輸入 

第 158 条（適用範囲）この節は畜産物加工処理法（以下この節では“法”という）による畜産物の輸

入に関して適用する。ただし、この告示の適用を受ける物品は販売または営業上使用したり不特定

多数人に提供したりするためのものに限る。 

 

第 159 条（輸入許容基準）畜産物は法第４条の規定により農林部長官が定め、告示した畜産物の加工

基準および成分規格に適合するものでなければならない。 

 

第 160 条（畜産物販売業申告） 

①畜産物を輸入して販売しようとする者は法第 24条および法施行規則第 35条の規定により畜産物販

売業申告をしなければならない。 

②畜産物販売業申告をしようとする者は法施行規則別紙第 23 号書式の申告書を申告官庁に提出しな

ければならない。 

 

第 161 条（畜産物の輸入申告）畜産物を輸入する時には輸入する時ごとに法第 15 条および法施行規

則第 21 条第１項の規定により次の各号の書類を備えて畜産物の通関場所を管轄する国立獣医科学

検疫院長（支院長および出張所長を含む）に申告しなければならない。 

１．畜産物輸入申告書 １部（法施行規則別紙第 10 号書式） 

２．検査成績書または検査証明書（輸入する畜産物が法施行規則別表７の畜産物の輸入申告およ

び検査方法で定める精密検査対象畜産物で、農林部長官が認定する国内外畜産物衛生検査機関

で精密検査を受けた場合に限る） 

３．畜産物衛生検査機関が発給した畜産物の一時的加工基準および成分規格検討書の写本（食肉

加工品・乳加工品および卵加工品で、法第４条第３項に該当する畜産物に限る） 

４．ハングル表示がなされた包装紙（ハングル表示が印刷されたスティッカーを貼った包装紙を

含む）またはハングル表示内容が記載された書類（脂肉および自社の製品を作るための原料と

して輸入する場合を除く） 
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５．品目製造報告書の写本または許可証の写本（対外貿易法によって外貨獲得用に輸入する原料

や自社の製品を作るための原料として輸入する場合に限る） 

 

第 162 条（輸入申告を要しない畜産物）次の各号１に該当する畜産物は申告を要しない。 

１．わが国にある外国の大使館・公使館・領事館その他これに準ずる機関が輸入する公用の畜

産物、またはその機関に属する公務員およびその家族が自家消費を目的に輸入する自家消費

用畜産物 

２．旅行者が携帯するもので自家消費用として認められる畜産物 

３．無償で搬入する商品の見本および広告物品で、その表示が明確な畜産物 

４．関税法の管理規定により税関長の許可を受けた外国に往来する船舶または航空機内で使用

する畜産物 

５．その他農林部長官が公衆衛生上危害が発生するおそれがないと認める畜産物 

 

第163条（輸入畜産物の表示）輸入した畜産物を国内で再加工、再包装等の過程を経ず、本来の包装

状態で流通する製品の場合には、法第６条の規定により告示された『畜産物等位表示に関する基

準』によって次の各号の事項がハングルで表示されなければならない。 

１．製品名 

２．畜産物加工品の類型（容器等は除外） 

３．営業許可（申告）機関名および営業許可(申告)番号 

４．営業者の名称（商号）、所在地 

５．製造年月日（別に定める製品に限る） 

６．流通期限（容器等は除外） 

７．内容量（検印用色素外の容器等は除外） 

８．成分または原料名（容器等の場合は材質で表示する。ただし、屠畜用検印用色素は食品衛

生法による食品添加物の基準による）および含量（特定成分を製品名または製品名の一部と

して使用する場合に限る） 

９．栄養成分（別に定める製品に限る） 

10．その他畜産物等の表示に関する基準別表１畜産物等の細部表示基準で規定する事項 
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<参考資料４>  個別食品に関する輸入関係規則 

１．果実 

HS 番号 品目 管理法規 
080520-000 温州(うんしゅう)みかん 植物防疫法、食品衛生法 
080810-000 りんご 植物防疫法、食品衛生法 
080820-000 なし   
  いよかん   

 

□ 輸入関税率 

○ りんご：WTO 譲許関税率 46.5％/KG 

○ なし ：－ 

○ 温州みかん：WTO 譲許関税率（市場接近物量以内 50％、市場接近物量超過 148.8％ 

○ その他みかん類：WTO 譲許関税率（市場接近物量以内 50％、 

    市場接近物量超過 148.8％） 

 

□ 輸入禁止地域（みかん類） 

○ 米国：ハワイ州とテキサス州を除く全地域 

○ 日本：九州以南地域を除く全地域 

○ ニュージーランド：全地域 

 

□ 主要関心禁止病害虫 

○ 地中海果実ハエ [Ceratitis capitata wiedemann], みかん果実ハエ類 [bactrocera dorsalis 

species complex], 日 本 果 実 ハ エ  [batrocera tsuneonis miyake], り ん ご 果 実は え 

[rhagoletis indifferens (curran)], とうがらし果実 [Zonosemata electa (Say) ], コードリ

ン蛾 [Cydia pomonella (Linnaeus) ] 等     

 

□ 原産地表示方法（関連根拠：対外貿易法第 23条第１項） 

○ “原産地：国名または国名産、Made in 国名または Product of 国名”と表示する。 

 例示）原産地：日本または日本産、Made in japan または Product of japan” 

○ ハングル・漢字または英文で表示する 
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○ 通関後再包装して取引したり散物取引等で原産地を再び表示しなければならない場合は国産農産

物表示規定によって原産地を表示する。 

＊原産地表示対象品目：産業資源部長官が公告した品目（177 個品目）    

 

□ 輸入関連法律条項 

○ 輸入制限：植物防疫法 第６条 

  －第１項：外国産植物等を輸入しようとする者は輸出国の政府機関によって発給されたもので、

検査結果規制病害虫が付着していないと確認した事実を記載した検査証明書またはその写本を

添付しなければ輸入することはできない。ただし、植物等を植物検 

  疫に関する政府機関がない国家から輸入する場合、携帯して輸入する場合および郵便 

  物によって輸入する場合、その他に農林部令が定める場合にはその限りでない。 

  －第２項：植物等と第７条第２項の規定により輸入が許可される禁止品は郵便物とし 

て輸入する場合を除いては農林部令が定める港湾または空港（以下“検疫場”と言 

う）以外の場所を通して輸入することはできない。 

  －第４項：農林部長官は外国の特定地域で規制病害虫が発生し、国内に流入されるお 

それがあるなど、病害虫の管理に緊急を要する状況が発生したと認められる時には当該地域で

生産または発送されたり、その地域を経由した植物等の輸入を一時的に制限することができる。 

－第５項：農林部長官は第 13 条第 14 条の規定によって要求した検査または消毒措置を履行し

ない国家の植物の輸入を制限することができる。 

 

○ 輸入禁止：植物防疫法 第７条 

－第１項：次の各号の１に該当する物品など（以下“禁止品”という）は輸入することができな

い。 

１）第８条の規定による病害虫危険分析結果、国内に流入された場合に国内植物に被害が大き

いと認められる病害虫が分布している地域に生育している植物と当該地域を経由した植物。

この場合対象病害虫・対象地域および対象植物は農林部令により定める。 

２）病害虫 

３）農林部令により定める土または土がついている植物 

４）第１号ないし第３号の規定による物品等の容器・包装 
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－第２項：第１項の規定にかかわらず、次の各号の１に該当する場合には禁止品を輸入すること

ができる。    

１）試験研究用や政府が認める国際博覧会用に提供されるために農林部長官の許可を受けた場

合 

２）第１項第 1号の規定による植物で、当該植物に生息する病害虫を死滅させる方法をその輸

出国が提示し、農林部長官がその妥当性の有無に対して第８条の規定による病害虫危険分

析結果、国内植物に被害を与えるおそれがないと認めた植物の場合  

３）第１項第２号の規定による病害虫で、生物学的防除用または農林部長官が定める目的で最

初にこれを輸入しようとする者が当該病害虫が植物に害を及ぼさないという根拠資料また

は危険管理法案を提示し、農林部長官がその妥当性の有無に対して第８条の規定による病

害虫危険分析結果、国内植物に被害を与えるおそれがないと認めた病害虫の場合 

－第３項：農林部長官は禁止品のうち第２項により輸入が許可された物品に対して輸入方法、輸

入後の管理方法、その他に必要な条件を付けることができる。 

 

○ 輸入時検査：植物防疫法 第９条 

－第１項：植物や第７条第２項の規定により禁止品を輸入する者は遅滞なく農林部に置く植物検

疫業務を担当する機関（以下“国立植物検疫機関”という）の長に申告し、第６条第

１項の違反有無、同条第４項および第５項の規定による輸入制限事項の違反有無、禁

止品であるかの有無または規制病害虫の有無に対して植物防疫官の検査を受けなけれ

ばならない。ただし、第３項の規定により検査を受けた場合と郵便物により輸入した

場合にはその限りでない。 

－第２項：第１項の規定による検査は検疫場に駐在している植物検疫官が指定する場所で実施す

る。 

－第３項：植物防疫官は輸入される植物などや禁止品に規制病害虫がいるとの疑いがあり、その

規制病害虫が広がるおそれがあると認められる時には、当該植物などや禁止品に対し

て船舶・車両または航空機内に入って通関に先立って検査をすることができる。 

－第４項：通関手続きに関する業務を執行する郵便局長は植物などまたは禁止品が入っていたり、

入っていると疑われる郵便物を受け付けた時には遅滞なくその事実を国立植物検疫機

関の長に通知しなければならない。     
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－第５項：植物防疫官は第４項の規定による郵便局長の通知がある時には、該当郵便物を検査し

なければならない。この場合検査のために必要と認められる場合には該当郵便局公務

員の立会いのもとにその郵便物を開けることができる。 

－第６項：第５項の規定による検査を受けていない植物などまたは禁止品が入っている郵便物を

受けとった者はその郵便物を添付して遅滞なくその事実を国立植物検疫機関の長に申

告し、植物防疫官の検査を受けなければならない。 

－第７項：植物防疫官は農林部令が定める種子に対する第１項・第３項・第５項および第６項の

規定による検査の結果、規制病害虫の有無を判定することが困難と認められる場合に

は当該種子の所有者または代理人に隔離栽培を命じ、その栽培地で検査をしたり、当

該種子の一部を国立植物検疫機関で隔離栽培して検査することができる。 

－第８項：第１項の規定による申告および第７項の規定による隔離栽培の検査方法・手続き等に

関して必要な事項は農林部令により定める。     

 

○ 輸入する植物などに対する輸出国での検査等：植物防疫法 第 13 条 

－第１項：農林部長官は次の各号の１に該当する場合には植物防疫官を輸出国に出張させて輸入

する植物等に対する検査（以下“現地検査”という）をすることができる。 

・１．輸出国が当該国家の植物等を輸出するためにわが国の植物防疫官が当該国家において輸

出前に検査をしてくれるよう要請する場合。 

・２．第７条第２号の規定により同条第１項第１号の規定による植物を輸入する場合。 

・３．その他規制病害虫の流入を防止するために農林部長官が必要と認める場合。 

－第２項：第１項の規定による現地検査に必要な検査の方法その他検査に関して必要な事項は

第 12条の規定による検査の方法等を準用して農林部長官が決定・告示する。 

－第３項：第１項および第２項の規定による現地検査結果が表示された検査合格証明書が添付

された植物等に対しては第９条第３項ないし第７項の規定を適用しない。 

－第４項：農林部長官は規制病害虫が分布している国家から輸入される植物に対しては栽培地

で検査または消毒措置をするよう輸出国に要求することができる。この場合その要

求対象国家および対象植物は農林部長官が定める。 
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○ 輸入食品などの申告等：食品衛生法第 16 条   

－第１項：販売を目的にしたり、営業上使用する食品等を輸入しようとする者は保健福祉部令が

定めるところにより保健福祉部長官・食品医薬品安全庁長に申告しなければならな

い。 

－第２項：保健福祉部長官・食品医薬品安全庁長は保健福祉部令が定める事由がある場合には検

査機関に必要な検査をするようにしなければならない。この場合保健福祉部長官・

食品医薬品安全庁長が認める国内外の検査機関で検査を受けたその検査成績書また

は検査証明書を提出する時には、これによって前段の規定による検査に替えたり、

その検査項目を調整して検査することができる。 

－第３項：第２項の規定による検査の種類および対象、検査方法その他検査に関して必要な事項

は保健福祉部令により定める。 

 

□ 関連部署 

○ 保健福祉部 薬務食品政策課：電話 02-503-7557,58/ FAX 02-504-1456 

○ 農林部 親環境農業課：電話（02）2110-4314/4315/ FAX (02)507-2096 

○ 国立植物検疫院 検疫企画課：電話 031)449-0524/ FAX 031)448-6429 

○ 食品医薬品安全庁 残留農薬課：電話 02)380-1800 
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２．水産物 

HS 番号 品目 関連法規 

030759-000 冷凍タコ 自然環境保全法、食品衛生法 

030613-000 冷凍海老 自然環境保全法、食品衛生法 

030751-000 冷凍鯛 自然環境保全法、食品衛生法 

 冷凍スズキ  

030379-094 冷凍にべ 自然環境保全法、食品衛生法 

 冷凍エイ  

 冷凍どじょう  

030629-210 塩漬け海老 水産業法、水産物検査法 

 

□ 輸入関税率 

○ 冷凍タコ：基本税率 20％ 

○ 冷凍海老：基本税率 20％ 

○ 冷凍鯛 ：基本税率 10％ 

○ 冷凍にべ：基本税率 10％ 

○ 塩漬け海老：基本税率 20％ 

 

□ 原産地表示方法（関連根拠：水産物品質管理法 第 10条） 

○ 第 10 条（原産地の表示） 

－第１項：水産物および水産加工品を生産・加工して出荷したり、販売または販売する目的で保

管・陳列する者は水産物および水産加工品の原料の原産地を表示しなければならな

い。 

－第２項：第１項の規定による原産地表示対象品目の選定、表示事項および表示方法等に関して

必要な事項は大統領令により定める。 

 

□ 輸入関連法律条項 

○ 水産物等に対する検査：水産物品質管理法 第 29条 

－第１項：次の各号の１に該当する水産物および水産加工品は品質および規格の適合有無、危害

物の混入有無等に関して海洋水産部長官の検査を受けなければならない。 

・１．政府で買収・備蓄する水産物および水産加工品 
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・２．外国との協約または輸出相手国の要請により検査が必要な場合で、海洋水産部長官が定

め、告示する水産物および水産加工品 

－第２項：海洋水産部長官は第１項の規定外の水産物および水産加工品に対する検査申請がある

時には検査人力または検査装備の不足等、やむを得ない場合を除いては検査をしなけ

ればならない。 

－第３項：第 1項または第２項の規定により検査を受けた水産物または水産加工品の包装や内容

物を変えようとする場合には、再び海洋水産部長官の検査を受けなければならない。 

－第４項：第１項ないし第３項の規定による検査は大統領令が定める資格基準を備えた者（以下

“検査員”という）によって実施しなければならない。 

－第５項：海洋水産部長官は第１項ないし第３項の規定にかかわらず、次の各号の１に該当する

場合には検査の一部を省略することができる。 

・１．指定海域または第 25 条第１項の規定により登録した生産・加工施設で衛生管理基準に適

合して生産・加工された水産物および水産加工品。 

・２．第 25 条第１項の規定により登録した危害要素重点管理基準履行施設で危害要素重点管理

基準に適合して生産・ 加工された水産物および水産加工品。 

・３．水産業法 第 41 条第１項第２号の規定による遠洋漁業許可を受けた漁船または第 19条の

規定による水産物加工業（船上水産物加工業に限る）を登録した者が運営する漁船で海外

水域で捕獲または採取して現地で直接輸出する水産物および水産加工品（外国との協約を

履行しなければならない、或いは外国の一定の衛生管理基準・危害要素重点管理基準を遵

守しなければならない場合には除外する。） 

・４．その他の大統領令が定める場合 

－第６項：第１項ないし第３項の規定による検査の基準・手続き・方法、第５項の規制による検

査の一部を省略する場合の手続きおよび方法、その他の検査に関して必要な事項は海

洋水産部令が定める。 

 

○ 検査証書の交付：水産物品質管理法 第 32条 

 －海洋水産部長官は第 29 条の規定による検査結果または第 34 条の規定による再検査結果、検査基

準に適合した水産物および水産加工品と第 29 条第５項の場合に該当する水産物および水産加工

品の検査申請人に海洋水産部令が定めるところによりその事実を証明する証書を交付することが

できる。 
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○ 繁殖用水産物に対する検疫：水産物品質管理法 第 36条 

－第１項：繁殖水産物を輸入しようとする者は海洋水産部令が定めるところにより海洋水産部長官

に検査および検疫（以下“検疫”という）を申請しなければならない。 

－第２項：海洋水産部長官は繁殖用水産物を輸出しようとする者から検疫申請がある時には検疫人

力または検疫装備の不足等やむを得ない場合を除いてはこれを検疫しなければならない。 

－第３項：海洋水産部長官は大統領令が定める資格を備えた者（以下“検疫官”という）に検疫を

するようにしなければならない。 

－第４項：検疫の基準・手続き・方法等に関して必要な事項は海洋水産部令が定める。 

 

○ 派遣検疫：水産物品質管理法 第 37 条 

－第１項：海洋水産部長官は次の各号の１に該当する時には検疫官を該当国家に送り、検疫をする

ことができる。 

・１．繁殖用水産物を国内に輸入する者がその水産物を輸入する前に輸出国家で検疫することを

要請する時 

・２．繁殖用水産物の輸出国家でその国家の繁殖用水産物を輸出する前に検疫を要請する時 

－第２項：海洋水産部長官は第１航の規定により輸出国家で検疫をする場合、これに必要な経費は

検疫を要請した者または検疫を要請した該当国家によって負担させることができる。 

－第３項：第 1 項の規定により検疫を受けた時には第 36 条の規定による検疫の一部を免除するこ

とができる。 

－第４項：第１項の規定による輸出国家での検疫手続き等に関して必要な事項は海洋水産部令によ

り定める。 

 

○ 国際的滅種危機種の国際取引等の規制：自然環境保全法 第 12条 

－第１項：国際的滅種危機種（容易に識別できる部分・派生物・加工品を含む。以下同様。）を輸

出・再輸出・搬出・輸入または搬入しようとする者は大統領令が定めるところにより環

境部長官の承認を得なければならない。ただし、鳥獣保護および狩猟に関する法律によ

る滅種危機にある鳥獣、国際的滅種危機種を利用した加工品で、薬事法による輸出・入

許可を受けた医薬品と大統領令が定める国際的滅種危機種の場合にはその限りでない。 
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○ 国際的滅種危機種の輸出・入等の承認：自然環境保全法施行規則第６条 

－第１項：国際的滅種危機種の輸出・入等の承認申請書は別紙第８号書式により、同申請書には次

の各号の区分による書類を添付しなければならない。 

・２．再輸出する場合 

   ア）輸入時に発給を受けた国際的滅種危機種の輸入承認書 

イ）輸入申告証明の写本 

ウ）輸送計画書（生きている動・植物の場合に限る） 

エ）輸入国で発行した輸入承認書の写本（協約附則書Ⅰに該当する動・植物で、生きているも

のに限る） 

・３．輸入または搬入する場合 

ア）売渡確約書等入手経緯を確認できる書類 

イ）使用計画書 

ウ）保護施設の図面または写真（保護施設が必要な動・植物の場合に限る） 

エ）輸送計画書（生きている動・植物に限る） 

オ）当該国際的滅種危機種の生態的特性および自然環境に露出される場合の対処法案 

（生きている動・植物の場合に限る） 

カ）輸出国で発生した輸出承認書または再輸出証明書の写本（協約附則書Ⅱ・Ⅲに該当する

動・植物に限る） 

キ）輸出国で発行した原産地証明書の写本（協約附則書Ⅲに当該種を含めていない国家から輸

入する場合に限る） 

－第２項：施行令第 13 条第２項の規定による国際的滅種危機種輸出・入等の承認書は別紙第９号

書式による。 

 

○ 承認免除対象の国際的滅種危機種：自然環境保全法施行令第 14条 

 －承認免除対象の国際的滅種危機種は次の各号のとおり 

  ・１．国際取引過程で税関の管轄下に領土を経由したり領土内で換積される動・植物 

  ・２．環境部長官が協約規定が適用される前に獲得したという証明書を発給した動・植物 

  ・３．個人が所持したり家財道具(たんす等)となったもの。ただし、次の各目の１に該当する場

合にはその限りでない。 
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ア）協約附則書Ⅰに含まれた動・植物をその所有者が外国で捕獲し、国内に輸入または搬

入する場合 

イ）協約附則書Ⅱに含まれた動・植物で、次の要件に該当する場合 

（１）所有者が外国で野生状態の動・植物を捕獲し、これを国内に輸入または搬入する

場合 

（２）野生状態の動・植物が捕獲された国家で事前輸出承認を得るよう要求する場合 

  ・４．博物館用動・植物および科学者または科学機関間で非商業的に貸与・贈与または交換され

る動・植物 

   

□ 関連部署 

 ○ 海洋水産部 国際協力官室 貿易振興担当官：電話 3148-6841～3 / FAX 3148-6844 

 ○ 国立水産物品質管理院 

 ○ 環境部資源政策課：電話 504-9283、507-6286 / 504-9207 

 ○ 国立植物検疫所 検疫企画課：電話 031)449-0524 / FAX 031)448-6429 
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２．その他 

HS 番号 品 目 関連法規 

190219-200 うどん、そば 食品衛生法 

190230-100 インスタントラーメン 食品衛生法 

190530-100 スイートビスケット 食品衛生法 

190590-100 米菓子 食品衛生法 

210390-100 味噌 資源節約関連法、食品衛生法 

210310-000 醤油 資源節約関連法、食品衛生法 

 

□ 輸入関税率 

 ○ うどん、そば：－ 

 ○ インスタントラーメン：－ 

 ○ スイートビスケット：基本税率 80％ 

 ○ 米菓子：基本税率 ８％ 

 ○ 味噌：基本税率 ８％ 

 ○ 醤油：基本税率 ８％ 

 

□ 原産地表示基準および表示方法 

 ○ 表示基準 

  －加工品に使用された原料農産物の含量順位により原料農産物の原産地を表示する。 

  －国産原料は“国産”と表示するかその原料が生産された“市・郡名”により表示する。 

  －輸入原料は対外貿易法令による原産地国家名を表示する。 

   ※水・食品添加物・糖類および食塩は配合比率の順位と表示対象から除外する。 

  －使用された当該原料のうち配合比率が 50％以上の原料がある場合にはその原料を、配合比率

が 50％以上の原料がない場合には配合比率が高い順位に２つの原料を対象とする。 

  －特定原料の名称を製品名として使用する場合で、特定原料が上の規定による表示対象でない時

にはその特定原料を共に対象とする。ただし、複数の原料に対する総称を製品名として使用す

る時には配合比率が高い順位に２つの原料に対してのみ対象とする。 

  －同一原料を原産地が異なる原料を混合して使用した場合には原産地別混合比率が高い順位で原

産地および混合比率を表示する。ただし、３ヶ国以上の国家で生産された原料を混合して使用
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した場合には農林部長官が定め、告示するところにより２ヶ国までの原産地および混合比率を

表示することができる。 

   例示）唐辛子粉：唐辛子粉 100％（国産 60％、中国産 40％）→唐辛子（国産 60％、中国産

40％） 

  －次に該当する場合には当該原料の原産地を“輸入産”と表示することができる。 

   ・輸入原料使用時：最近１年ないし３年間年平均４回以上原産地が変更された場合 

   ・最初生産日から１年以内に年平均４回以上原産地変更が予想される新製品の場合。 

    この場合『原産地の変更』とは特定原料の原産地国家の変更がある場合、または原産地国家

別混合比率の増減範囲が 30％以上の場合 

・政府が加工品原料として供給する輸入米を使用する場合 

 

○ 表示方法 

  －位置：食品衛生法および畜産物加工処理法の表示基準による“成分（原材料）および含量”表

示欄に追加して表示する。ただし、“成分（原材料）および含量”表示欄に表示するこ

とが難しい場合には消費者が容易に見分けることができる位置に表示することができる。 

   ・字のサイズ 

    ・包装表面積 50㎝ 2 以上：12ポイント（18級）以上 

    ・包装表面積 50 ㎝ 2 未満：８ポイント（12 級）以上。ただし、８ポイント（12 級）以上

の大きさで表示することが困難な場合には他の表示事項の字のサイズと同じサイズで表示

することができる。 

    ・色度：包装材の基本色と異なる単色で表示する。 

   ・その他 

・包装材に直接印刷原則。ただし、スティッカー、電子秤によるラベリング等でも表示可能。 

・網袋包装の場合、タグ、内側札等でも表示することができる。 

   －包装しない加工品と包装される加工品のうちやむを得ず表示をしない場合には国産農産物表

示方法に従い原産地を表示する。 

 

□ 輸入関連法律条項 

 ○ 危害食品などの販売等禁止：食品衛生法 第４条 
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 －次の各号の１に該当する食品等は販売したり販売する目的で採取・製造・輸入・加工・使用・調

理・保存または運搬したり陳列することができない。 

 ・１．腐っていたり傷んでいたり、熟していないもので、人体の健康を害するおそれがあるもの 

 ・２．有毒・有害物質が入っていたり、付着しているものまたはそのおそれがあるもの。ただし、

人体の健康を害するおそれがないと食品医薬品安全庁長が認定するものは例外とする。 

 ・３．病原微生物により汚染されたり、そのおそれがあり、人体の健康を害するおそれがあるもの 

 ・４．不潔であったり、他の物質の混入または添加その他の事由により人体の健康を害するおそれ

があるもの 

 ・５．第 22 条第１項または第５項の規定により営業の許可を受けなければならない場合または申

告をしなければならない場合に許可を受けなかったり、申告しない者が製造・加工したもの 

 ・６．輸入が禁止されたものまたは第 16 条第 1 項の規定により輸入申告をしなければならない場

合に申告しないで輸入したもの 

○ 基準・規格が告示されていない化学的化合成等の販売等禁止：食品衛生法第６条 

 －第７条第１項の規定により基準・規格が告示されていない化学的合成品である添加物とこれを含

有する物質を食品添加物として使用したり、これを含有する食品を販売したり、販売の目的で製

造・輸入・加工・使用・調理・保存または運搬したり陳列することはできない。ただし、食品医

薬品安全庁長が食品衛生審議委員会の審議を経て人体の健康を害するおそれがないと認定するも

のはその限りでない。 

 

○ 輸入食品等の申告等：食品衛生法第 16条 

 －第１項：販売を目的にしたり、営業上使用する食品等を輸入しようとする者は保健福祉部令が定

めるところにより保健福祉部長官・食品の薬品安全庁長に申告しなければならない。 

 －第２項：保健福祉部長官・食品医薬品安全庁長は保健福祉部令が定める事由がある場合には第 1

項の規定により申告された食品等に対して通関手続き完了前に関係公務員または検査機関に必要

な検査をするようにしなければならない。この場合保健福祉部長官・食品医薬品安全庁長が認定

する国内外検査機関で検査を受けたその検査成績書または検査証明書を提出する時にはこれによ

り前段の規定による検査に替えたり、その検査項目を調整して検査することができる。 

 －第２項：第２項の規定による検査の種類および対象、検査方法その他検査に関して必要な事項は

保健福祉部令により定める。 
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○装廃棄物等の発生抑制のための措置命令等：資源の節約と再活用促進に関する法律第 15 条 

 －第１項：製品を製造・輸入または販売する者（以下“製造者等”という）は包装廃棄物の発生抑

制および再活用を促進するために環境部長官が主務部長官と協議して環境部令により定める製品

の包装方法および包装材の材質等に関する基準によらなければならない。 

 

□ 関連部署 

  ○ 保健福祉部 薬務食品政策課：電話 02-503-7557,58 / FAX 02-504-1456 

  ○ 食品医薬品安全庁 食品汚染物質課：電話 02)380-1800 
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Ⅱ．市場調査 

  （韓国） 
 



食料品小売価格調査票 
 

調査日 2002年 11月 30日 
国名（都市）   韓国   （ ソウル  ）   店舗名  ロッテ・デパート      
店舗形態 １．日本食料品店 ２．スーパーマーケット ③．デパート ４．（      ） 

 ブランド等 原産国 容量（単位） 小売価格 単 価 備  考 

 ①日 本 産 (   )kg  kg  穀
物

１．米 

 ②( 韓国 )産 ( １０)kg 29,700ウオン ￦2,970/kg  
 ①日 本 産 ( )本･kg･LB  Kg  ２．だいこん 

 ②( 韓国 )産 (１)本 1,800ウオン ￦1,400/kg  
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB  Kg  ３．キャベツ 

 ②( 韓国 )産 (１)個 2,800ウオン ￦1,400/kg  
 ①日 本 産 (   )g  百 g  ４．乾椎茸 

 ②( 韓国 )産 (２００)g 13,700ウオン ￦6,850/百 g  
 ①日 本 産 (   )ﾊﾟｯｸ  百 g  ５．えのき 

 ②( 韓国 )産 ( １ )ﾊﾟｯｸ 1,170ウオン ￦600/百 g  
 ①日 本 産 (   )枚･g  10枚  

 
 
 
野

菜 
等 
 
 
 ６．大 葉 

 ②(     )産 (   )枚･g  10枚  
 ①日 本 産 (   )ﾊﾟｯｸ   百 g  ７．いちご 

 ②( 韓国 )産 ( １ )ﾊﾟｯｸ 7,500ウオン ￦200/百 g  
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB  Kg  

果
実
的
野
菜 

８．メロン 

マスクメロン ②( 韓国 )産 (１)個 20,000ウオン ￦13,000/kg  
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB  Kg  ９．りんご 
赤りんご ②( 韓国 )産 (４)個 6,500ウオン ￦4,700/kg  
 ①日 本 産 ( )房･kg･LB  Kg  

果 

実 １０．ぶどう 

 ②( 韓国 )産 ( 1 )kg 6,500ウオン ￦6,500/kg  
注）果実はブランド欄に品種名を記入する（例：ゴールデンデリシャス）



国名（都市）  韓国   （ ソウル  ）   店舗名    ロッテ・デパート     

 ブランド等 原産国 容量（単位） 小売価格 単 価 備  考 

 ①日 本 産 ( )個･kg･LB  kg  11．柿 

 ②( 韓国 )産 (５)個･kg･LB 5,500ウオン ￦4,230/kg  
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB  kg 二十世紀梨 12．梨 

 ②( 韓国 )産 (１)個･kg･LB 2,200ウオン ￦3,800/kg  
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB  Kg 温州みかん 

果
実 

13．みかん 

 ②( 韓国 )産 (１)kg 1,800ウオン ￦1,800/Kg SATHUMA  CLEMENTINE 
ﾛｰｽ ①日 本 産 (  )g･kg･LB  百 g RIB-EYE  SIRLOIN 

STRIPLOIN/ENTRECOTE 
14．牛 肉 

ｶﾀ ②( 韓国 )産 (１００)g 5,800ウオン ￦5,800/百 g CHUCK SHOULDER 
ﾛｰｽ ①日 本 産 (  )g･kg･LB  百 g LOIN 15．豚 肉 
ｶﾀ ②( 韓国 )産 (１００)g 750ウオン ￦750/百 g CHUCK SHOULDER 
丸鳥と体 ①日 本 産 (  )g･kg･LB  百 g  

 
畜 

産 

物 

16．鶏 肉 
ﾑﾈ ②( 韓国 )産 (６００)g 4,000ウオン ￦670/百 g むね肉 

 ①日 本 産 (   )g  百 g  17．かまぼこ 

 ②( 韓国 )産 (１６０)g 1,600ウオン ￦1,000/百 g  
 ①日 本 産 １缶(   )g  百 g 165~200g程度 18．まぐろ缶詰 

 ②( 韓国 )産 １缶(１５０)g 1,100ウオン ￦700/百 g 165~200g程度 

 ①日 本 産 (  )g･kg･LB  百 g 冷凍品・生鮮品 19．ほたて 

 ②(    )産 (  )g･kg･LB  百 g 冷凍品・生鮮品 

 ①日 本 産 (   )g  10g 塩蔵品・乾干品 20．わかめ 

 ②( 韓国 )産 (２００)g 10,000ウオン ￦50/10g 塩蔵品・乾干品 

 ①日 本 産 (   )g  枚  

水 

産 

物 

21．焼きのり 

 ②( 韓国 )産 (２００)g 5,500ウオン ￦1,100/7枚 7枚×５＝5,500 ウオン 
一ノ蔵 ①日 本 産 (７５０)ml 48,000ウオン ｌ 今醸酒 清酒 酒

類 
22．日本酒 

 ②(   )産 (   )ml  ｌ  



国名（都市）  韓国    （ ソウル  ）   店舗名    ロッテ・デパート    

 ブランド等 原産国 容量（単位） 小売価格 単 価 備  考 

 ①日 本 産 (   )ml  ｌ  酒
類 

23．焼 酎 
眞露 ②( 韓国 )産 (３５０)ml 840ウオン ｌ  
 ①日 本 産 １袋(８００)g 7,800ウオン ￦975/百 g  24．乾めん 

（そば・うどん）  ②( 韓国 )産 １袋(３００)g 1,300ウオン ￦430/百 g  
 ①日 本 産 (５００)g 8,000ウオン ￦1,600/百 g サッポロ一番 みそラーメン 25．即席めん 

（ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ）  ②( 韓国 )産 (６００)g 2,500ウオン ￦410/百 g 辛ラーメン 

 ①日 本 産 (   )g  百 g  26．日本茶 

 ②(    )産 (   )g   百 g  
 ①日 本 産 (   )g  百 g  27．せんべい 

 ②(    )産 (   )g  百 g  
 ①日 本 産 (１０００)ml 6,000ウオン ｌ KIKKOMAN 28．醤 油 

 ②( 韓国 )産 (１０００)ml 2,300ウオン ｌ  
 ①日 本 産 ( １ )kg 4,800ウオン ￦4,800/ kg  29．味 噌 

 ②( 韓国 )産 (０．９)kg 3,600ウオン ￦4,000/ kg  
     

 
 
 
 
そ 
 
の 
 
他 
 
 
 
 
 

 

     
 
（参 考） 
 駐在員の家庭で日常食べているお米について記入願います。 
№ 産地（原産国） 銘 柄 容 量 小売価格 単 価 備  考 

１ 韓国 イチョン米 10kg 30,000ウォン 3,000ウォン/kg  

２ 韓国 イチョン米 4kg 16,000ウォン 4,000ウォン/kg  



食料品小売価格調査票 
 

調査日 2002年 11月 30日 
国名（都市）   韓国   （ ソウル  ）   店舗名   Eマート         
店舗形態 １．日本食料品店 ②．スーパーマーケット ３．デパート ４．（      ） 

 ブランド等 原産国 容量（単位） 小売価格 単 価 備  考 

 ①日 本 産 (   )kg  kg  穀
物

１．米 

 ②( 韓国 )産 (１０ )kg 23,000ウオン ￦2,300/kg  
 ①日 本 産 ( )本･kg･LB  kg  ２．だいこん 

 ②( 韓国 )産 (１)本 1,580ウオン ￦1,100/kg  
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB  kg  ３．キャベツ 

 ②( 韓国 )産 (１)個･kg･LB 2,400ウオン ￦1,200/kg  
 ①日 本 産 (   )g  百 g  ４．乾椎茸 

 ②( 韓国 )産 (１００)g 4,500ウオン ￦4,500/百 g  
 ①日 本 産 (   )g  百 g  ５．えのき 

 ②( 韓国 )産 (２００)g 980ウオン ￦490/百 g  
 ①日 本 産 (   )枚･g  10枚  

 
 
 
野

菜 
等 
 
 
 ６．大 葉 

 ②(    )産 (   )枚･g  10枚  
 ①日 本 産 (   )ﾊﾟｯｸ  百 g  ７．いちご 

 ②( 韓国 )産 ( １ )ﾊﾟｯｸ 10,800ウオン ￦1,550/百 g  
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB  kg  

果
実
的
野
菜 

８．メロン 

マスクメロン ②( 韓国 )産 (１)個 7,980ウオン ￦5,400/kg  
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB  kg  ９．りんご 
赤りんご ②( 韓国 )産 (５)個 2,980ウオン ￦2000/kg  
 ①日 本 産 ( )房･kg･LB  kg  

果 

実 １０．ぶどう 

 ②( 韓国 )産 (１)kg 4,000ウオン ￦4,000/kg  
注）果実はブランド欄に品種名を記入する（例：ゴールデンデリシャス）



国名（都市）  韓国    （ ソウル  ）   店舗名   Eマート        

 ブランド等 原産国 容量（単位） 小売価格 単 価 備  考 

 ①日 本 産 ( )個･kg･LB  kg  11．柿 

 ②( 韓国 )産 (５)個･kg･LB 2,980ウオン ￦2,500/kg  
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB  kg 二十世紀梨 12．梨 

 ②( 韓国 )産 (０．６)kg 2,000ウオン ￦3,400/kg  
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB  kg 温州みかん 

果
実 

13．みかん 

 ②( 韓国 )産 (１)kg 1,680ウオン ￦1,680/kg SATHUMA  CLEMENTINE 
ﾛｰｽ ①日 本 産 (   )g  百 g RIB-EYESIRLOIN STRIPLOIN/ENTRECOTE 14．牛 肉 
ｶﾀ ②( 韓国 )産 (１００)g 5,780ウオン ￦5,780/百 g CHUCK SHOULDER 
ﾛｰｽ ①日 本 産 (   )g  百 g LOIN 15．豚 肉 
ｶﾀ ②( 韓国 )産 (１００)g 550ウオン ￦550/百 g CHUCK SHOULDER 
丸鳥と体 ①日 本 産 (   )g  百 g  

 
畜 

産 

物 

16．鶏 肉 
ﾑﾈ ②( 韓国 )産 (１００)g 721ウオン ￦721/百 g むね肉 

 ①日 本 産 (   )g  百 g  17．かまぼこ 

 ②( 韓国 )産 (１６０)g 1,200ウオン ￦750/百 g  
 ①日 本 産 １缶(   )g  百 g 165~200g程度 18．まぐろ缶詰 

 ②( 韓国 )産 １缶(１６５)g 1,200ウオン ￦780/百 g 165~200g程度 

 ①日 本 産 (  )g･kg･LB  百 g 冷凍品・生鮮品 19．ほたて 

 ②(    )産 (  )g･kg･LB  百 g 冷凍品・生鮮品 

 ①日 本 産 (   )g  10g 塩蔵品・乾干品 20．わかめ 

 ②( 韓国 )産 (１００)g 3,500ウオン ￦350/10g 塩蔵品・乾干品 

 ①日 本 産 (   )g  10枚  

水 

産 

物 

21．焼きのり 

 ②( 韓国 )産 (２００)g 3,800ウオン ￦ 1,900/10
枚 

６枚×５＝3,800ウオン 

 ①日 本 産 (   )ml  ｌ  酒

類 
22．日本酒 

 ②(   )産 (   )ml  ｌ  



国名（都市）  韓国    （ ソウル   ）   店舗名   Eマート        

 ブランド等 原産国 容量（単位） 小売価格 単 価 備  考 

 ①日 本 産 (   )ml  ｌ  酒
類 

23．焼 酎 
眞露 ②( 韓国 )産 (３６０)ml 710ウオン ｌ  
 ①日 本 産 １袋(   )g  百 g  24．乾めん 

（そば・うどん）  ②( 韓国 )産 １袋(８５０)g 990ウオン ￦120/百 g  
 ①日 本 産 (   )g  百 g  25．即席めん 

（ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ）  ②( 韓国 )産 (１２０)g 410ウオン ￦340/百 g 辛ラーメン 

 ①日 本 産 (   )g  百 g  26．日本茶 

 ②(    )産 (   )g  百 g  
 ①日 本 産 (   )g  百 g  27．せんべい 

 ②(    )産 (   )g  百 g  
 ①日 本 産 (   )ml  ｌ  28．醤 油 

 ②( 韓国 )産 (１０００)ml 2,300ウオン ｌ  
 ①日 本 産 (   )g･kg  kg  29．味 噌 

 ②( 韓国 )産 ( １ )kg 2,100ウオン ￦2,100/kg  
     

 
 
 
 
そ 
 
の 
 
他 
 
 
 
 
 

 

     
 
（参 考） 
 駐在員の家庭で日常食べているお米について記入願います。 
№ 産地（原産国） 銘 柄 容 量 小売価格 単 価 備  考 

１ 韓国 イチョン米 10kg 30,000ウォン 3,000ウォン/kg  

２ 韓国 イチョン米 4kg 16,000ウォン 4,000ウォン/kg  

 



食料品小売価格調査票（青果品出回り時期調査用）     

国名（都市）  韓国    （ ソウル ）   店舗名 ロッテ・デパート        
店舗形態 １．日本食料品店 ２．スーパーマーケット ③．デパート ４．（      ） 

 調査時期 ブランド等 原産国 容量（単位） 小売価格 単 価 備  考 調査日 
 ①日 本 産 ( )本･kg･LB   kg   １．だいこん 秋 ～ 冬 を 中

心に周年  ②( 韓国 )産 (1)本 1,500 W kg  10/30 
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB   kg   ２．キャベツ 春 先 を 中 心

に周年  ②( 韓国 )産 (0.1)kg 550 W kg  10/30 
 ①日 本 産 (   )ﾊﾟｯｸ･g   百 g   ３．いちご 12～５月 
 ②( 韓国 )産 ( 1 )ﾊﾟｯｸ 7,500 W 百 g  12/15 
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB   kg   ４．メロン 夏 を 中 心 に

周年  ②( 韓国 )産 (１)個 20,000 W kg マスクメロン 10/30 
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB   kg   ５．りんご ９～12 月 
富士 ②( 韓国 )産 (3)個 6,500 W kg  10/30 
 ①日 本 産 ( )房･kg･LB   kg   ６．ぶどう ７～10 月 
キャンベル ②( 韓国 )産 (0.1)kg 530 W kg  10/30 
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB   kg   ７．柿 10～12 月 
タンカム ②( 韓国 )産 (6)個 5,000 W kg  10/30 
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB   kg 二十世紀梨  ８．梨 ８～10 月 

シンゴ ②( 韓国 )産 (1)個 1,900 W kg  10/30 
 ①日 本 産 (1)個   kg 温州みかん  ９．みかん 10～２月 
ハウスみかん ②( 韓国 )産 (0.1)kg 400 W kg 温州みかん 10/30 
          
        
          
        
          
        

注）果実はブランド欄に品種名を記入する（例：ゴールデンデリシャス）



食料品小売価格調査票（青果品出回り時期調査用）     

国名（都市）  韓国    （ ソウル ）   店舗名 ハナロマート            
店舗形態 １．日本食料品店 ②．スーパーマーケット ３．デパート ４．（      ） 

 調査時期 ブランド等 原産国 容量（単位） 小売価格 単 価 備  考 調査日 
 ①日 本 産 ( )本･kg･LB   kg   １．だいこん 秋 ～ 冬 を 中

心に周年  ②( 韓国 )産 (１)本 1,200 W kg  10/30 
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB   kg   ２．キャベツ 春 先 を 中 心

に周年  ②( 韓国 )産 (１)個 2,000   kg  10/30 
 ①日 本 産 (   )ﾊﾟｯｸ･g   百 g   ３．いちご 12～５月 
 ②( 韓国 )産 ( １ )ﾊﾟｯｸ 7,000  百 g  12/15 
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB   kg   ４．メロン 夏 を 中 心 に

周年  ②( 韓国 )産 (1)個 16,000  kg  10/30 
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB   kg   ５．りんご ９～12 月 
富士 ②( 韓国 )産 (３)個 5,500  kg  10/30 
 ①日 本 産 ( )房･kg･LB   kg   ６．ぶどう ７～10 月 
 ②( 韓国 )産 (0.1)kg 300  kg  10/30 
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB   kg   ７．柿 10～12 月 
 ②( 韓国 )産 (５)個 3,200  kg  10/30 
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB   kg 二十世紀梨  ８．梨 ８～10 月 

シンゴ ②( 韓国 )産 (１)個 1,800  kg  10/30 
 ①日 本 産 ( )個･kg･LB   kg 温州みかん  ９．みかん 10～２月 
 ②( 韓国 )産 (0.1)kg 150  kg 温州みかん 10/30 
          
        
          
        
          
        

注）果実はブランド欄に品種名を記入する（例：ゴールデンデリシャス） 



食品関連業者リスト 
 
業態  輸入業 

業社名 取扱品目 住  所 
電話番号 

(FAX 番号) 
日
系 備  考 

メクロ通商(株) 
 

ソース類 
菓子類など 
 

1302, aT center ,232, 
Yangje-dong, 
Sucho-ku,Seoul,Korea 

Ｔ：02-6300-8181 
Ｆ：02-6300-2555 

 
輸入 
卸売 

株)テーリム食品 

 

ソース類 
菓子類など 

77-2,3ga,Buhyung-dong,Jung-ku,
Busan,Korea 
 

Ｔ：051-244-8564 
Ｆ：051-247-0137 

 
輸入 
卸売 

WONSYO F&P CO.,LTD 
 

ソース類 
菓子類 
醤油類など 

116-1,4ga,Wonsyoro, 
Yongsan-ku,Seoul, 
Korea 
 

Ｔ：02-717-8257 
Ｆ：02-714-2331 

 
輸入 
卸売 
小売 

ART FOOD CO.,LTD 
 

カレー 
ふりかけなど 

161-1,Rokbun-dong, 
Unhyung－ku, Seoul, 
Korea 
 

Ｔ：02-388-7844 
Ｆ：02-388-7822 

 
輸入 
卸売 
小売 

 



食品関連業者リスト 
 
業態  輸入 

業社名 取扱品目 住  所 
電話番号 

(FAX 番号) 
日
系 備  考 

MONOLINK CO.,LTD 

ソース類、菓子類 
カレー、 
インスタント食品、

その他加工食品 

53-9,Samjeon-dong, 
Songpa-ku, Seoul , 
Korea 

T:02-425-6747 
F:02-425-6839 
http://www.monomart.co.
kr 

 
輸入 
卸売 
小売 

NDINTERNATIONAL 
CO.,LTD 

ソース類、菓子類 
インスタント麺類 
など 

728-3,Anchung-dong,Kwangsan-k
u,Gwangju,Korea 

T:062-654-5226 
F:062-954-5227 

 
輸入 
卸売 
小売 

 



 
 

食品関連業者リスト 
 
業態  卸売 

業社名 取扱品目 住  所 
電話番号 

(FAX 番号) 
日
系 備  考 

メクロ通商(株) 
ソース類 
菓子類など 

1302, aT center ,232, 
Yangje-dong, 
Sucho-ku,Seoul,Korea 

Ｔ：02-6300-8181 
Ｆ：02-6300-2555 

 
輸入 
卸売 

 
(株)テーリム食品 
 

ソース類 
菓子類など 

77-2,3ga,Buhyung-dong,Jung-ku,
Busan,Korea 

Ｔ：051-244-8564 
Ｆ：051-247-0137 

 
輸入 
卸売 

 
WONSYO F&P CO.,LTD 
 

ソース類、菓子類 
醤油類など 

116-1,4ga,Wonsyoro, 
Yongsan-ku,Seoul,Korea 
 

Ｔ：02-717-8257 
Ｆ：02-714-2331 

 
輸入 
卸売 
小売 

ART FOOD CO.,LTD 
カレー、ふりかけ 
など 

161-1,Rokbun-dong, 
Unhyung－ku, Seoul,Korea 
 

Ｔ：02-388-7844 
Ｆ：02-388-7822 

 
輸入 
卸売 
小売 

 



食品関連業者リスト 
 
業態  卸売 

業社名 取扱品目 住  所 
電話番号 

(FAX 番号) 
日
系 備  考 

MONOLINK CO.,LTD 

ソース類、菓子類 
カレー 
インスタント食品、

その他加工食品 

53-9, samjeon-dong, 
songpa-ku, seoul , Korea 
 

Ｔ：02-425-6747 
Ｆ：02-425-6839 
http://www.monomart.co.
kr 

 
輸入 
卸売 
小売 

ND INTERNATIONAL 
CO.,LTD 

ソース類、菓子類 
インスタント麺類 
など 

728-3,anchung-dong, 
kwangsan-ku,gwangju, Korea 
 

Ｔ：062-654-5226 
Ｆ：062-954-5227 

 
輸入 
卸売 
小売 

 



食品関連業者リスト 
 
業態  小売 

業社名 取扱品目 住  所 
電話番号 

(FAX 番号) 
日
系 備  考 

WONSYO F&P CO.,LTD 
ソース類、菓子類 
醤油類など 

116-1,4ga,Wonsyoro, 
Yongsan-ku,Seoul, 
Korea 

Ｔ：02-717-8257 
Ｆ：02-714-2331 

 
輸入 
卸売 
小売 

ART FOOD CO.,LTD 
カレー、ふりかけ 
など 

161-1,Rokbun-dong, 
Unhyung－ku, Seoul,Korea 
 

Ｔ：02-388-7844 
Ｆ：02-388-7822 

 
輸入 
卸売 
小売 

MONOLINK CO.,LTD 

ソース類、菓子類 
カレー、 
インスタント食品、

その他加工食品 

53-9, samjeon-dong, 
songpa-ku, seoul ,,Korea 

Ｔ：02-425-6747 
Ｆ：02-425-6839 
http://www.monomart.co.

kr 

 
輸入 
卸売 
小売 

ND INTERNATIONAL 
CO.,LTD 

ソース類、菓子類 
インスタント麺類 
など 

728-3,anchung-dong,kwangsan-k
u,gwangju,,Korea 

Ｔ：062-654-5226 
Ｆ：062-954-5227 

 
輸入 
卸売 
小売 

 



 
食品関連業者リスト 

 
業態  小売 

業社名 取扱品目 住  所 
電話番号 

(FAX 番号) 
日
系 備  考 

Lotte Department Store  
Sogong-dong,Junggu,Seoul, 
Korea 

Ｔ：02-752-2500 
Ｆ：02-752-6471 
 http://www.lotteshopping.com/ 

 小売 

Shinsegae Department 
Store 

 
52-5,1ga, Chungmuro,Jung-ku, 
Seoul,Korea 

Ｔ：02-754-4007 
Ｆ：02-310-1090 
http://www.shinsegae.com/ 

 小売 

Hyundai Department 
Store 

 
456,Apkujung-dong, 
Kangnam-ku, Seoul, 
,Korea 

T:02-549-2233 
F:02-540-5604 
http://home.e-hyundai.com/ 

 小売 
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