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

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

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

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

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

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

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

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

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

ご確認いただきたい。 
 
 

2005 年 3 月 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

産業技術・農水産部 
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Ⅰ.品目別輸入制度 

 

1.りんご 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

りんご 0808.10.0000  

-ドライアップル(Dried Apple) : 0813.30.0000  

-調整･保存処理(Prepared or Preserved) : 2008.99.2000  

-アップルジュース(Apple Juice) : 2009.70.0000  

-りんご酒(Cider) : 2206.00.1010  

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本からの輸入は「植物防疫法」上、禁止されている。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農

産物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。 

 

(2) 留意点 

生鮮果実と果菜類は「植物防疫法」施行規則第 3 条(検疫対象病害虫)および第 9 条(輸

入禁止対象植物等)関連同施行規則別表 1 の 2 項により、次の輸入許容地域を除く世界全地

域は輸入禁止地域に該当。りんごの場合もこれに含まれていることに留意。 

 

<参照> 輸入禁止植物ㆍ 禁止地域および禁止病害虫 

(｢植物防疫法｣第 3 条および第 9 条関連) 

・輸入禁止植物 :生鮮果物、果実的野菜の生鮮果実、マメ科植物のえだまめ類(ココナッツ

やし、パインアップルおよび未熟バナナを除く)。 

公示された輸入禁止植物以外には輸入規制はない(いちご等)。 

・輸入禁止地域 : 品目別に次の輸入許容地域を除く世界全地域。 

 

 

品目 輸入許容地域 

柿 

ぶどう 

米国 : ハワイ州とテキサス州およびフロリダ州を除く全地域 

日本 : 全地域 

ニュージーランド : 全地域 

サルナシの実 

米国 : ハワイ州を除く全地域 

日本 : 全地域 

ニュージーランド : 全地域 

グレープフル

ーツ 

米国 : ハワイ州とテキサス州およびフロリダ州を除く全地域 

日本 : 九州以南の地域を除く全地域 

みかん 

レモン 

米国 : ハワイ州とテキサス州およびフロリダ州を除く全地域 

日本 : 九州以南の地域を除く全地域 

ニュージーランド : 全地域 

ライム 米国 : ハワイ州とテキサス州およびフロリダ州を除く全地域 

ゆず 日本 : 九州と琉球列島を除く全地域 
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甘柿 

かぼちゃ 

日本 : 全地域 

ニュージーランド : 全地域 

ドリアン タイ : 全地域 

さくらんぼ 

トマト 

いちご 

日本 : 全地域 

アボカド 
米国 : ハワイ州とテキサス州およびフロリダ州を除く全地域 

ニュージーランド : 全地域 

ざくろ 
イラン : 全地域 

ウズベキスタン : 全地域 

ブルーベリー 
ネパール : 全地域 

インドネシア : 全地域 

メロン 

米国 : ハワイ州とテキサス州を除く全地域 

日本 : 全地域 

ニュージーランド : 全地域 

ウズベキスタン : 全地域 

まくわうり 
日本 : 全地域 

ウズベキスタン : 全地域 

主要な禁止病害虫 : ①Ceratit is capitata Wiedemann ②Bactrocer a dorsalis species 

complex  ③Bactrocera tryoni  ④Bactrocer a cucurbitae Coquillett  ⑤Batrocera. 

tsuneonis Miyake  ⑥ Anastreph a fraterculus  ⑦ Anastrepha ludens  ⑧ Anastrepha 

suspense ⑨Rhagoletis cerasi ⑩Rhagoletis  indifferens ⑪Rhagoletis pomonella 

⑫Cydia pomonella ⑬Cydia funebrana Treitschke ⑭Grapholita inopinata Heinrich  

⑮Grapholitaprunivora ⑯Anarsia lineatella Zeller ⑰Conotrachelus nenuphar 

 

また、｢植物防疫法｣上輸入できない植物は次の通り。(｢植物防疫法｣第 7 条) 

-病害虫危険に関する分析･評価の結果、国内流入の場合、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で生産した植物と当該地域を経由した植物(｢植物防疫

法」施行規則別表 1) 

-有害動物または有害植物 

-土または土が付着した農産物 

-生きている病原菌や害虫 

-上記の植物または物品の容器、包装  

 

この他にも「資源節約およびリサイクル促進に関する法律」に依拠し、包装材の合成樹

脂材の回収義務がある。  

※関連問い合わせ : 韓国資源再生公社(www.koreco.or.kr  TEL 032-560-1560)  

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

「植物防疫法」第 9 条に依拠し、外国から果物類、野菜類等の農産物を持ち込んだり輸入

した場合には空港、港に駐在する植物防疫官に申告し、定められた検査を受けなければな

らない。 

 

<輸入植物に対する検査手続き> 

①輸入者またはその代理人が検査申請書を提出する。 
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②植物防疫官がまず書類審査を行い、規定の検査試料を採取し、検査を実施する。検査時、

病害虫が付着している疑いがある植物については、検査時に精密検査用の試料を採取し

て精密検査を実施するか、国家隔離栽培圃場、研究機関の圃場または農家の隔離圃場で

栽培する間に検査を実施する。 

③現地検査対象品目については韓国の植物防疫官が輸出国へ出張し、検査を実施する。 

④検査結果により、消毒、廃棄、返送などの検疫措置をとる。 

 

 

<図 1>輸入植物の検疫手続き 
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<輸入植物検査申請時に提出しなければならない書類> 

・輸出国の政府機関によって発行されたものとして検査結果、規制病害虫が付着してしな

いと確認した事実を記載した植物検疫証(Phytosanitary certificate)。  

· 植物等検査申請書(「輸出入植物検査申請書様式」別添資料参照) 

· 輸入許可証明書(輸入禁止植物である場合でも病害虫衛生分析の結果、国内の植物に被害

を及ぼす恐れがないと認定した植物は、農林部長官の許可により輸入することができる) 

※関連問い合わせ : 農林部国立植物検疫所検疫企画課  

(www.npqs.go.kr TEL 031-449-0524)  

 

<表 1>植物検疫機関の住所および電話番号 

電話番号
機  関 市外局番 

FAX 
住      所 郵便番号

449-0524
本  所 031 

448-6429
京畿道安養市湾岸区安養 6 洞 433-1 430-016

740-2072
仁川空港支所 032 

740-2081

仁川広域市中区雲西洞 2172-1 

(仁川空港庁舎内) 
400-340

433-8632
中部支所 032 

433-8534
仁川広域市南区朱安 1 洞 123-1 402-835

467-0442
嶺南支所 051 

465-1296
釜山広域市中区中央洞 6 街 10-4 600-016

467-3456
湖南支所 063 

467-3457

全羅北道群山市少龍洞 11 

(群山外港後門) 
573-879

747-6241
済州支所 064 

747-6243
済州道済州市蓮洞 1452-1 690-817

202-6966
中部隔離 031 

204-0668
京畿道水原市霊通区網浦洞 234-3 442-400

335-0210
南部隔離 055 

335-0212
慶尚南道金海市生林面都要里 494 621-822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－5－

2) 「食品衛生法」 

<図 2>輸入食品の申告処理手続き 

 

1)申請者

2)食品等輸入申告書提出

3)書類審査対象 4)官能検査対象 5)精密検査対象 6)無作為標本調査対象

7)現場検査(検査物採取)

8)精密検査

(自主実験、食品衛生検査機関)

9)適否判定
18)精密検査確認

前申告筆証交付

10)適合

11)食品等輸入申告筆証発給

12)税関通過

13)国内流通

14)国内流通事後管理

15)不適合

16)輸入者および管轄税

関長に不適格の旨通報

17)返送、廃棄、食用以外の

用途へ転換等

官
能
検
査
対
象
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3)書類審査対象 4)官能検査対象 5)精密検査対象 6)無作為標本調査対象

7)現場検査(検査物採取)

8)精密検査

(自主実験、食品衛生検査機関)

9)適否判定
18)精密検査確認

前申告筆証交付

10)適合

11)食品等輸入申告筆証発給

12)税関通過

13)国内流通

14)国内流通事後管理

15)不適合

16)輸入者および管轄税

関長に不適格の旨通報

17)返送、廃棄、食用以外の

用途へ転換等

官
能
検
査
対
象

 
 

食品または食品添加物は「食品衛生法」第 16 条規定により、地方食品医薬品安全庁長官

または国立検疫所長に申告しなければならない。 

※関連問い合わせ : 食品医薬品安全庁 食品流通課(www.kfda.go.kr  TEL 02-380-1733) 

 

-輸入食品等の申告処理手続き 

「食品衛生法」第 16 条および同法施行規則第 11 条 1 項により、地方食品医薬品安全庁長

官または国立検疫所長に食品等の輸入申告書を提出。 

・初めて輸入する食品等、国内外で有害物質含有の問題が提起されている食品を除き基準

規格が定められていない農産物は、官能検査の対象である。 

・保管倉庫等現場に出張し、官能検査要領による現場検査実施後、適合している場合、申

告畢証(終了証)の発給を受け、関税納付後、国内物品化すると同時に輸入食品などを製造、

加工、販売などの目的で韓国国内に流通させることができる。 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

「対外貿易法」第 23 条(輸出入物品等の原産地の表示)により、植物および同生産品は対
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外貿易管理規定により原産地を表示しなければならない。(表示事項は、4.表示方法(1)1)

参照)  

 

2) 「食品衛生法」 

「食品衛生法」第 21 条および同法施行令第 7 条 5 号（8）により、営業所を管轄する地方

食品医薬品安全庁長官に下記の書類を添付し、「食品等輸入販売営業」申告をしなければ

ならない。 

・輸入販売業営業申告の際に提出する書類：営業申告書、建築物台帳、土地利用計画確認

書、教育筆証。 

 

3) 「農産物品質管理法」 

「農産物品質管理法」第 9 条により、標準規格品、品質認証品および地理的特産品につい

ては虚偽の表示などを禁止している。また、同法 15 条により農産物を販売する者は原産地

を表示しなければならない。 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

外国産農･水産物、食品を輸入しようとする場合の営業許可申告および手続きは次の通り。 

食品等(食品、食品添加物、器具または容器包装をいう)を輸入しようとする場合、「食品

衛生法」第 21 条および同法施行令第 7 条 5 号(8)により営業所を管轄する地方食品医薬品

安全庁長官に「食品等輸入販売営業」申告をしなければならない。 

その他営業申告に関する細部事項問い合わせは、営業所を管轄する地方食品医薬品安全

庁へ。 

※関連問い合わせ : ソウル庁 02-552-5811、釜山庁 051-610-6204、京仁庁 032-887-0175、

大邱庁 053-765-6106、大田庁 042-488-5541、光州庁 062-602-1502。 

 

(3) 管轄官公庁 

 

<表 2>管轄官公庁および電話番号 

関連法律 該当分野 関連部署 電話番号 

植物防疫法 病虫害検査など 農林部環境農業課 02-503-7284 

農水産物品質管理法
残留農薬、品質認定、

地位的表示など 
農林部食品産業課 02-500-2677 

食品衛生法 衛生検査 
食品医薬品安全庁 

薬務食品政策課 
02-503-7557 

検疫法 食品検疫 
食品医薬品安全庁 

防疫課 
02-503-7540 

関税法 税関業務 関税庁通関企画課 042-472-2181 

 

(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

「対外貿易法」施行令第 53 条 1 項により、植物および同生産品は、対外貿易管理規定に

より原産地を表示しなければならない。 

輸入物品に対する原産地表示は次の 4 つの要件を全て満たさなければならない。 
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1. ハングル、漢字または英文で表示すること 

2. 最終購買者が容易に判読できる活字体で表示すること 

3. 識別が容易な位置に表示すること 

4. 表示された原産地が簡単に消えたり落ちたりしない方法で表示すること 

また、原産地については次の各号の 1 つに該当する方式でハングル、漢字または英文で

表示しなければならない。 

1. ｢原産地 : 国名」または「国名___産」     

2. ｢Made in 国名」または「Product  of  国名」     

3. ｢物品製造者の会社名、住所、国名」     

4. 輸入物品が小さく、1 号ないしは 3 号の方式では当該物品に原産地を表示できない場

合は、国名のみを表示することができる。 

また、「農産物品質管理法」施行令第 23 条、第 25 条および同法施行規則第 23 条、第

24 条においても原産地表示条項が定められている。 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

「農産物品質管理法」第 5 条により、環境にやさしい農産物として｢親環境農産物品質認

証｣を受けた農産物には品質認証を表示できる。  

表示方法は、親環境農産物認証表示、生産者(輸入農産物は流通業者)の氏名･住所･電話

番号、認証番号、品目、産地、生産年度(穀類)、重さ等を消費者が分かりやすいよう、認

証を受けた親環境農産物の包装または容器の前面に表示しなければならない。包装せずに

販売したりばら売りする場合には、当該認証品にステッカーを貼ったり表示板で表示する

ことも可能。 

･有機農産物または有機○○(○○は農産物の一般名称)  

･有機栽培農産物、有機栽培○○   

･親環境農産物認証表示の表示図形、作図法の細部事項は施行規則別表 1 に定められている。 

 

<マークの説明> 

･有機農産物：2～3 年以上農薬と化学肥料を使わずに栽培したもの。 

･転換期有機農産物：1 年以上農薬と化学肥料を使わずに栽培したもの。 

･無農薬農産物：農薬を使わず、化学肥料は勧奨量の 1/3 以下使用して栽培したもの。 

･低農薬農産物：農薬と化学肥料を勧奨量の 1/2 以下使用して栽培したもの。 

             
有機農産物     転換期有機農産物    無農薬農産物     低農薬農産物 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた表示事項はない。 
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5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率
（％） 

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ)

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

WTO協定税率 45 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 りんご 

0808.10.0000 基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

 

6.国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

りんごは代表的な冷温帯果物で、欧州、米国、南米等ではデリシャス、ジョナゴールド

等が主に栽培され、韓国と日本ではふじ、つがるが代表的な品種である。 

・ふじ : 果形は円形または楕円形で大きさは均一、果皮は黄緑色地に淡紅色の筋で着色、

果肉は黄白色で肉質は緻密、果汁は多い。 

・つがる : 果形は長円形で均一、果皮は淡紅色(さびが極めて出やすい)で果肉は黄白色、

肉質は緻密で果汁が多い。 

・ジョナゴールド : 果形は円形、果皮は黄色地に鮮紅色で着色、外観は美麗、果肉は黄白

色で果汁は多い。 

・紅露 : 果形は円または長円形、果皮は濃紅色で全面が着色し、肉質は柔らかく糖度が 

14.0 度と高い。 

・世界一 : 果量は 500ｇで大果種であり、樹形は偏円錐形、果皮は橙紅色に紅色の筋が薄

く着色、果肉は柔らかく、果汁は多く糖度は 15.4 度と高い。  

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

りんごは輸入禁止植物であるため、輸入実績はほとんどない。 

 

3) 主な特性 

消費者が最も好む品種はふじであり、そのほかにつがる、紅露、世界一などがある(表 3

参照)。  

 

<表 3> 好まれるりんごの品種 

                                （単位：％） 

区 分 ふじ つがる 紅露 ジョナゴールド 世界一 計 

比率 85.2 10.1 4.0 0.4 0.3 100.0 

出所： 農水産物流通公社「主要農産物消費パターン調査分析」2002 年 12 月付 

 

りんごは生で食べるだけでなく、加工用としても多く消費され、その他様々な料理の材

料として使用される。  

加工品の選好順 : ①飲料(47.4％)、 ② 缶詰 (24.5)、 ③ ジャム(23.0)、 ④ 酒(2.7)、 

⑤菓子(1.8)、⑥ 調味料(0.6) など。  
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季節別のりんご購入比重は、春(26.5％)、夏 (4.5)、秋 (28.8)、冬(19.6) であり、消

費者がりんごを春や秋に最も多く消費することが明らかとなった。また、ばら売り包装を

最も多く選好することがわかった（表 4 参照）。  

 

 

<表 4> 好まれるりんごの包装規格 

                                  （単位：％） 

区 分 ばら売り 1 kg 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg その他 計 

比率 34.2 13.0 14.4 13.2 15.7 8.2 1.3 100.0

 出所：農水産物流通公社「主要農産物消費パターン調査分析」2002 年 12 月 

 

(2) 流通経路 

輸入果物の一般的な販売方法は卸売市場への上場、加工業者および大量消費先との直接

取引き等が一般的だが、輸入りんごの場合、実際の流通はほとんどないため特定の流通経

路はない。  

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

りんごは日本から輸入禁止されているため、サンプル輸入も不可能。 

一般的なサンプル輸入は次のとおりである。 

サンプルも一般の商品と輸入手続きは同一だが、課税額が 250 ドル以下の物品でサンプ

ルとして認められる場合や物品の形状、性質および性能を見てサンプルとして認められる

場合には関税が免除される。 

その他のサンプルは有無償に関わらず関税を納付しなければならない。 

また、サンプルとはいっても輸出入公告や統合公告上の要件確認対象物品は要件を具備

していなければならず、一部のサンプルについては確認機関で検査や認証を免除すること

もあるが、そうであっても輸入者は確認機関から要件免除確認書の発給を受け、輸入通関

時、税関に提出しなければならない。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

特定の輸入業者はなく、果物類を取り扱う一般輸入業者により輸入されることがある。

一般果物輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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2.なし 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

なし 0808.20.1000  

-生鮮なし(Fresh Pear) : 0808.20.1000  

-調整･保存処理(Prepared or Preserved) : 2008.40.0000  

-なし酒(Perry) : 2206.00.1020  

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本からの輸入は「植物防疫法」上、禁止されている。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。 

 

(2) 留意点 

p3 のりんごと同じくなしも「植物防疫法」施行規則第 3 条および第 9 条に関連し、輸入

禁止植物に該当。 

また、p4 のりんごと同じく環境部の「資源節約およびリサイクル促進に関する法律」に

より、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 
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(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 

 

(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界の自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

WTO協定税率 45 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 なし 

0808.20.1000 基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

現在、生食用のなしは、東洋系のうち、南方型日本なし(Pyruspyrifolia N.)と北方型の

中国なし(Pyrus ussuriensis.M.)そして欧州系の西洋なし(Pyrus communis L.)の 3 種類が

あり、韓国では日本なしの品種が大部分である。 

-新高 : 果重が 500g 以上の大果種に属し、樹形は偏円錐形、果皮は淡黄褐色で、果肉は肉

質が比較的柔らかくて果汁は多く、石細胞は中程度である。 

-黄金 : 比較的大きな果実で、果形は円形に近い偏円形であり、りんごのゴールデンのよ

うに果皮が黄金色で果肉は白色なので極めて美麗である。肉質は柔らかく緻密で果汁は極

めて多い。 

-秋黄 : 果重は 400～500g で大果種に属し、果形は偏円形である。果皮は黄褐色で果皮に
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果分が多く、触感が多少ざらざらと感じられる。果肉は乳白色で石細胞と繊維素が多少あ

り、肉質はざらざらした方であるが果汁は多い。 

-豊水 : 果重は 360g 程度で、果形は円偏円形であり、果実の側面に溝ができる特徴がある。

果皮は鮮黄褐色で、外観が美しく、果肉は肉質が極めて柔らかく、石細胞が少なく果汁が

多い。 

-晩三吉 : 保存性に優れ、常温保存でも翌年 5 月末まで新鮮さが維持される、代表的な保

存食品で、果実の大きさは 400～450g 程度と中果重種である。果皮は淡褐色で肉質は緻密

で果汁が多く、石細胞が多く品質は良くない。  

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

なしは日本からの輸入が禁止されている植物であるため、輸入実績はほとんどない。 

 

3) 主な特性 

消費者が最も好む品種は新高であり、その他に黄金、長十郎、寒露などがある(表 5 参照)。  

 

<表 5> 好まれるなしの品種 

                                 (単位：％)  

区 分 新高 黄金 長十郎 寒露 秋黄 長寿/豊水 計 

比率 81.3 15.5 1.4 0.7 0.6 0.5 100.0 

出所：農水産物流通公社「主要農産物消費パターン調査分析」2002 年 12 月 

 

 

なしは生果で食べるだけでなく、ジュース、酒など加工用にも多く消費され、その他に

ユッケ(生牛肉を使った料理)等様々な料理の材料として使用される。  

なしはばら売り包装が好まれ、主に 1kg、3kg、5kg 等、小包装が好まれている(表 6 参照)。  

 

<表 6> 好まれるなしの包装規格 

                                 (単位：％) 

区 分 ばら売り 1 kg 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg その他 計 

比率 40.5 13.8 13.9 13.4 10.6 6.1 1.7 100.0 

出所：農水産物流通公社「主要農産物消費パターン調査分析」2002 年 12 月 

 

(2) 流通経路 

輸入なしの場合、実際の流通はほとんどないので、特定の流通経路はない。  

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本から輸入禁止されているため、サンプル輸入も不可能。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

なしを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、果実類を取り扱う一般の輸入業者によって

輸入されることがある。果物類の輸入業者リストは別添資料参照。 
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(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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3. みかん 

 
1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

マンダリン 0805.20.1000  

みかん 0805.20.9000 

キトルス・ラティフォリア 0805.50.2020 

その他 0805.90.0000 

-生鮮みかん(Korean Citrus) : 0805.20.1000  

-柑橘類の皮(Peel of Citrus Fruit) : 0814.00.1000  

-調整･保存処理(Prepared or Preserved) : 2008.30.0000  

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、九州と琉球列島を除いた日本全域から輸入することができる。 
 
(1) フローチャート 

「農水産物流通および価格安定に関する法律」第 15 条(農産物の輸入推薦等)により、WTO

協定による譲許関税規定で定めた市場アクセス物量に適用される物品である。 

WTO 体制発足に加え、1995 年からミニマム･アクセス(MMA：Minimum Market Access)が適

用され、義務量として割り当てられた物量が毎年輸入されていた。1997 年 7 月からはオレ

ンジ(マンダリン)の輸入が完全に自由化され、年中輸入供給されている。  

MMA と輸入権公売(市場アクセス物量の一部または全部について競争入札を実施し、輸入

権を与える制度)によるみかん輸入 : 1995年～1998年まではMMA物量を履行するため済州

みかん組合が直輸入していたが、1999 年からは輸入権公売方式、2000 年からは一部物量を

組合直輸入および輸入権公売方式で輸入。農畜産物の市場アクセス物量譲許関税(｢WTO 協

定による譲許関税規定｣で定める市場アクセス物量に適用される譲許関税)推薦および輸入

管理要領(農林部告示 2002-59 号)で定められている。 
 

(2) 留意点 

p3 の「植物防疫法」施行規則第 3 条および第 9 条に関連し、九州と琉球列島を除いた日

本全域から輸入することができる。 

また、りんごと同じく、環境部の「資源節約およびリサイクル促進に関する法律」によ

り、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。 

 

3. 輸入･販売上の規制 
 
(1) 輸入の規制および手続き 
 
1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照）  
 
2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 
 
(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 
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2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照）  

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 

 

(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

農林畜産物 

譲許関税 

(未推薦)注 1 

144 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

農林畜産物 

譲許関税 

(推薦)注 2 

50 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

みかん 

0805.20.1000 

基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

(注 1)市場アクセス物量の適用物量を超えた物量に対する関税。 

(注 2)農林部長官またはその委任を受けた者の推薦を受けた物量に対する関税。 
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(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

米国産マンダリンは国産みかんに比べ、酸味や甘みが強く、果汁が豊富で香りが良く、

若い世代が好み、色は橙黄色でオレンジより濃い。小型果実は韓国産早生種みかんと似て

おり、中型果実は韓国産の漢拏（ハルラ）ボンと外形が類似。 

オレンジ(Orange)は果形が球形で果頂中央部にへそが生じるのが特徴で、果皮は橙黄色

でやや厚みがありなめらかで、外観が美しいが、薄皮がやや剥きにくく、果肉は果皮と同

様に橙黄色で柔らかく、爽やかな香りがあり、甘味と酸味がよく調和して韓国人の口にも

合う方である。  

みかん(Mandarin)は大部分温州みかんで、早生、中生、晩生種により果形が少しずつ異

なり、大きさはオレンジより小さいが、果皮は薄く、薄皮は剥きやすい。果皮は橙黄色と

黄緑色で、果実の中央部がぽこんとへこんだものと突き出たものがあり、果肉の色は果皮

と同じで果汁は豊富だが甘味と酸味の調和がオレンジよりとれておらず、香りも少ない方

である。  

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

韓国のオレンジ、マンダリンの輸入は、「植物防疫法」上、1997 年まで米国以外の地域

からは輸入が禁止されていたが、1997 年 7 月から完全自由化された。現在、日本、米国の

一部の地域、ニュージーランドの全地域(p3 参照)から輸入可能。 

また、台湾(農林部告示第 1999-52 号)、南アフリカ共和国、(農林部告示第 2000-32 号)、 

オーストラリア(農林部告示第 2000-40 号)は条件付(低温処理および現地検疫等) 輸入可

能地域である。  

 

3) 主な特性 

オレンジとマンダリンは韓国国内で生産されるみかんと競争関係にあり、その味と香り

は良く、消費者の口にも合い、価格の高低に関係なく一般消費者が購入生鮮果物形態の消

費を楽しんでおり、韓国国内で生産されるみかんと差別化されている。 

他の果物に比べ、値段が安くて求めやすく、ビタミン A、C が特に多く含まれており、カ

ルシウム、ナトリウム等の含量も多いアルカリ性の健康食品として、甘味、酸味と香りが

調和し一般の人々の嗜好度も高まっており、消費も増加している。 

韓国産みかんおよび輸入マンダリンの消費は、大部分の一般消費者が小売市場、スーパ

ー、デパート、ディスカウントストア等で箱(3.6kg, 5kg, 5.5kg, 10kg, 15kg)単位または

網袋の小包装品、ばら単位で購入。 

間食用、デザート用、贈り物用等と大型飲食店の食材用などとして消費されている。韓

国産みかんの内、一部は缶詰加工用として使用される。 

マンダリンは韓国国内のみかんと比較した場合、味はやや良いが価格が高く、オレンジ

と比較した場合、味は落ちるが価格は同程度で、質の良いオレンジが好まれる。 

品種は普通温州(青島温州、林温州) 7％、極早生温州(日南 1 号、宮本、岩崎) 7％、 晩

柑類(ハルラボン、清見、金柑等) 5％、ハウス 2％、早生(宮川、興津等) 79％程度。  

 

(2) 流通経路 

輸入柑橘類は譲許関税適用品目であり、国営貿易方式による指定機関への割り振りと輸

入権公売方式を併用している。 
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譲許関税推薦代行機関は済州みかん共同組合であり、主な流通経路は卸売市場上場、加

工業者および大量消費先、大型流通業者との直接取引等が一般的である。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

九州と琉球列島を除いた日本全域から輸入ができるため、サンプルも輸入することがで

きる。サンプル輸入手続きは p11 参照。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

譲許関税推薦代行機関 : 済州みかん共同組合 TEL 064-739-5401 

国営貿易代行機関 : 農水産物流通公社国営貿易処 TEL 02-6300-1222 

 

2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

3) 関連団体 

済州交易 TEL 064-702-3311 
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4. 柿 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

柿 0810.90.1000 

甘柿 0810.90.2000 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA 協定

締結でチリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

(2) 留意点 

特別な留意事項はなく、p4 のりんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する

法律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

  

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg 当た

りの税額

(ｳｫﾝ） 

基準価

格 

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリ FTA 協定

税率(選択 1)注 
45.5 0 0 04-04-01 04-12-31 一部 柿 

0810.90.1000 
基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

韓-チリ FTA 協定

税率(選択 1)注 
43.6 0 0 04-04-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 45 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 
甘柿 

0810.90.2000 

基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

注： 韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：韓-チリ FTA 協定税率は両国間の通商と貿易のために

両者協定で決めた税率で、選択 1 は協定関税率適用物品に関する関税をいう。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

1980 年代には多様な品種が流通していたが、1990 年代以降、商品性の高い富有、次郞、

大安甘柿等、優良品種に落ち着く傾向を見せている。 

-富有 : 果実の大きさは 200～220g で中果種であり、果形は偏円形。糖度は 15～16 度と中

程度であるが果汁は多く、食味、甘味が優れている。 
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-次郞 : 果実の大きさは 200～250g で富有より大きく、果実の形は偏円形。肉質は緻密だ

が多少硬い。果汁は富有より少なく、糖度は 17 度程度と富有より高い。  

-西村早生 : 不完全な甘柿で、品質はあまり良くないが、熟期が早く外観が美しい特徴が

ある。果実の大きさは 180～200g で不完全な甘柿で無核果は果肉の色が薄く、渋みがある

(完全に脱渋すると糖度が 14 度程度になる)。  

-大安甘柿: 果実の大きさは 250～300g の大果種で、糖度は 13 度と富有より低く、味は淡

白である。  

-伊豆 : 果実の大きさは平均 180g と小さく、果形は富有と同じで糖度は 14～16 度と早生

種としては上等に属する。  

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

輸入規制はないが、輸入実績はごくわずか。検疫統計による輸入現況は次の通り(表 7

参照)。 

 

<表 7>韓国における柿の輸入の検疫実績 

(単位 : kg) 

 全輸入 うち日本 

柿 271 150 

甘柿 2,724 434 

出所：国立植物検疫所「2003 年植物検疫現況」 

 

3) 主な特性 

消費者が最も好む品種は富有で、その他西村早生、次郎、伊豆等がある(表参照)。  

 

<表 8> 好まれる甘柿の品種 

                                 （単位：％） 

区 分 富 有 西村早生 次 郎 伊 豆 計 

比率 56.9 21.2 11.7 10.2 100.0 

出所：農水産物流通公社「主要農産物消費パターン調査分析」2002 年 12 月  

 

甘柿はばら売り包装が最も好まれ、主に 1kg、3kg 等、小包装が好まれる(表参照)。 

 

<表 9> 好まれる甘柿の包装規格 

                                 （単位：％） 

区 分 ばら売り 1 kg 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg その他 計 

比率 41.0 21.9 14.3 9.4 6.6 4.8 2.0 100.0 

出所：農水産物流通公社「主要農産物消費パターン調査分析」2002 年 12 月  

 

 

(2) 流通経路 

輸入柿の場合、実際の流通はほとんどないので、特定の流通経路はない。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き
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は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

1) 輸入業者 

柿を専門に取り扱う特定輸入業者はなく、果実類を取り扱う一般の輸入業者によって輸

入されることがある。果物類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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5. 桃 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

桃 0809.30.0000 

-ジュース : 2009.80.1010  

-調整･保存処理 : 2008.70.1000 (砂糖を添加密閉容器のこと)  

-その他 : 2008.70.9000  

出所：関税庁（www.customs.go.kr）「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本からの輸入は「植物防疫法」上、禁止されている。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA 協定

締結により、チリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

(2) 留意点 

りんごと同じく桃も「植物防疫法」施行規則第 3 条および第 9 条に関連し、輸入禁止植

物に該当。 

また、りんごと同じく環境部の「資源節約およびリサイクル促進に関する法律」により、

包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（りんごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。 （りん

ごの項参照） 
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 (3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 

 

(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％） 

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ)

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリFTA協定

税率(選択 1)注 
43.6 0 0 04-01-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 45.0 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

桃 

0809.30.0000 

基本税率 50.0 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

注： 韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

桃は大きく毛桃と毛のない桃に分類され、品質が多様な点が特徴である。 

・毛桃(Peach)  

毛桃の品種は約 35 あまりの品種が流通しており、熟期分布は均一である。  

<早生種> 

-白美早生  : 果重(180g)、糖度(11 度)、果形(短楕円)、果肉(乳白色)  

-ちよまる : 果重(160∼180g)、糖度(12 度)、果形(短楕円∼円), 果肉(黄色)  
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-布目早生 : 果重(200g)、糖度(10.5 度)、果形(長楕円)、果肉(白色)  

-武井早生白鳳 : 果重(230g)、糖度(11 度)、果形(円)、果肉(乳白色)  

-砂子早生 : 果重(220∼250g)、糖度(10.5 度)、果形(楕円)、果肉(白色)  

<中生種> 

-白葉桃 : 果重(300g)、糖度(12 度)、果形(円)、果肉(白色)  

-勘助白桃 : 果重(220g)、糖度(13.5 度)、果形(偏円∼円)、果肉(白色)  

-箕島白桃 : 果重(250g)、糖度(11 度)、果形(円)、果肉(乳白色)  

-都白鳳 : 果重(240g)、 糖度(11.5 度)、果形(偏円∼円)、果肉(乳白色)  

-白鳳 : 果重(220g)、糖度(11.5 度)、果形(円)、果肉(乳白色)  

<晩生種>  

-白桃 : 果重(250g)、糖度(13.0 度)、果形(円)、果肉(白色)  

-有明 : 果重(300g)、糖度(12.0 度)、果形(円)、果肉(白色)  

-白香 : 果重(300g)、糖度(12.0 度)、果形(短楕円)、果肉(白色)  

-川中桃白桃: 果重(300g)、糖度(12.0 度)、果形(偏円∼円)、果肉(乳白色)  

-西尾ゴールド : 果重(300g)、糖度(13.0 度)、果形(偏円)、果肉(黄色)  

 

・毛なし桃(Nectarine)  

<早生種> 

-アームキング(Armking) : 果重(180g)、糖度(10.0 度)、果形(短楕円)、果肉(黄色)  

-サンフレ(Sunfre) : 果重(190g)、糖度(10.0 度)、果形(短楕円)、果肉(黄色)  

<中生種>  

-天紅 : 果重(250g)、糖度(12.5 度)、果形(短楕円)、果肉(黄色)  

-鮮光: 果重(200g)、糖度(11.8 度)、果形(短楕円)、果肉(黄色)  

<晩生種>  

-秀峰 : 果重(220g)、糖度(11.5 度)、果形(短楕円)、果肉(黄色)  

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

1997 年まで桃についての輸入実績は全くなかったが、1998 年から米国、オランダから少

量が輸入されている。年度別の生鮮桃輸入は、1998 年(20 トン、1 万 9,000 ドル)、1999

年(9 トン、1 万 3,000 ドル)程度である。  

 

3) 主な特性 

最近は、砂子早生、ハウス桃、白桃等、高級果種が好まれる傾向で、他品種に比べて価

格が多少高いが消費者に選好されている。特に、この中でも有明、美白など白桃系の桃の

場合、果肉が柔らかく、皮が薄い上、糖度が高く、人気がある。  

このように消費者が味、大きさ、糖度等、品質を考慮して高級果種を選好する傾向があ

る。 

 

(2) 流通経路 

輸入桃の場合、実際の輸入実績はほとんどないので特別な流通経路はない。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本から輸入禁止されているため、サンプル輸入も不可能。 
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8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

桃を専門に取り扱う特定輸入業者はなく、果実類を取り扱う一般の輸入業者によって輸

入されることがある。果物類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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6. ぶどう 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

ぶどう 0806.10.0000 

出所：関税庁（www.customs.go.kr）「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA 協定

締結で、チリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

(2) 留意点 

特に義務はないが、りんごと同じく環境部の「資源節約およびリサイクル促進に関する

法律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。 （りん

ごの項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％） 

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリ FTA 協定

税率(選択 1)注 
41.4 0 0 04-11-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 45 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

ぶどう 

0806.10.0000 

基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

注：韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

輸入品種はレッドグローブ 90％、青ぶどう、トンプソンシードレスが 10％であり、輸入

時期は、11 月に米国産が出荷され始め、翌年 5 月までチリ産が出荷されるが、輸入ぶどう

出荷最盛期は 2～5 月である。  

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

ぶどうはチリと米国から輸入されるが、主にチリから輸入。主な輸入国はチリ 90％、米

国等 10％である。  

主要輸入時期は 2～5 月に集中する傾向があるが、必要時には需要さえ確保されればいつ

でも輸入可能。  
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現在、価格面においては国内産と同程度だが、消費用途は主に飲食店の酒肴用である。

今後、間食用として消費者の嗜好に合うようになれば、国内産と競争関係になる。 

 

3) 主な特性 

消費者が最も好む品種は巨峰とキャンベラであり、その他にマスカットベリー、セダン

等がある(表 10 参照)。 

 

<表 10> 好まれるぶどうの品種 

(単位 : ％) 

区 分 巨峰 キャンベラ
マスカット 

ベリー 
セダン 計 

比率 49.7 46.8 1.9 1.6 100.0 

出所：農水産物流通公社「主要農産物消費パターン調査分析」2002 年 12 月 

 

 

ぶどうはばら売り包装が最も好まれるが、徐々に 1kg、3kg、5kg 等の小包装が好まれる

傾向が強くなっている(表 11 参照)。 

  

<表 11>好まれるぶどうの包装規格 

(単位 : ％) 

区 分 ばら売り 1kg 3kg 5kg 10kg 15kg その他 計 

ぶどう 25.6 18.7 19.0 17.1 13.9 4.4 1.3 100.0 

出所：農水産物流通公社「主要農産物消費パターン調査分析」2002 年 12 月 

 

 

輸入ぶどうの包装単位は 8.2 ㎏(ダンボール箱)で、卸売りの購入価格は品種によって異

なるが、2 万 5,000～4 万ウォン/8.2 ㎏である。  

包装箱のバーコードに農場番号があるため、商品が変質していた場合、クレームが容易

である。 

 

(2) 流通経路 

輸入ぶどうは商品の特徴上、運送期間が１カ月以上要すると購買者がない場合に輸入業

者が全量損害を被るので、輸入業者は卸売法人に実際の所要量の把握を依頼した後に輸入

する。 

卸売法人は、仲買人を対象に需要量を把握した後、輸入業者に通知すれば、輸入業者は

物量を確保して輸入する。 

卸売法人は、輸入価格+付帯費用+利潤を保証してもらう価格で仲買人に販売し、卸売法

人は上場手数料を受け取る。  

 

 (3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 
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8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

ぶどうを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、果実類を取り扱う一般の輸入業者によっ

て輸入されることがある。果物類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。  
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7. いちご 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

いちご 0810.10.0000 

-冷凍いちご      : 0811.10.0000 

-一時保存いちご  : 0812.20.0000  

-ストロベリージュース : 2009.80.1020 

-その他調整いちご : 2008.80.0000  

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。 

 

(2) 留意点 

特別な留意事項はないが、りんごと同じく環境部の「資源節約およびリサイクル促進に

関する法律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用され

る。（りんごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。 （りん

ごの項参照） 
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(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 

 

(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

WTO協定税率 45 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 いちご 

0810.10.0000 基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

韓国産品種としては女峰、静宝、章姫(輸出用)、とよのか、レッドパール。  

レッドパールが最も好まれる理由は、糖度が高くて味がよく、消費者が好むだけでなく、

果肉が丈夫で流通期間も長く、他の品種に比べて高い価格がつけられているため。  

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

輸入規制はないが、輸入実績はごく僅かである(表 12 参照)。 

 

 

 



－32－

<表 12>韓国におけるいちごの輸入の検疫実績 

(単位 : kg) 

 全輸入 うち日本 

いちご 92 27 

出所：国立植物検疫所「2003 年植物検疫現況」 

 

3) 主な特性 

ダンボール箱を使用する場合は、小包装材で 500g、800g、1kg 用の PVC 透明容器を使用

し、等級別に選別したいちごを詰めた後、ダンボール(外包装)箱に 1.5kg、2kg、4kg 規格

で包装。  

スチロール箱(2kg、4kg)を使用する場合には、内包装材は使用せず、容量別にバルク形

態で包装。  

小売の販売単位は 500g PVC 透明容器、小包装品(1kg、2kg、4kg)で、デパートや量販店

は小包装品(500g、1kg、2kg、4kg)を販売する。  

 

<表 13>いちごの重量規格 

                                                             (単位 : g／個)     

特 上 中 下 

24 以上 17～23 13～16 13 以下 

出所：農水産物流通公社「主要農産物消費パターン調査分析」2002 年 12 月 

 

(2) 流通経路 

輸入いちごの場合、実際の流通はほとんどないので、特定の流通経路はない。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

いちごを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、果実類を取り扱う一般の輸入業者によっ

て輸入されることがある。果物類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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8. すいか 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

すいか 0807.11.0000 

出所：関税庁（www.customs.go.kr）「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本からの輸入は「植物防疫法」上、禁止されている。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。 

 

(2) 留意点 

りんごと同じくなしも「植物防疫法」施行規則第 3 条および第 9 条に関連し、輸入禁止

植物に該当。 

また、りんごと同じく環境部の「資源節約およびリサイクル促進に関する法律」により、

包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（りんごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。 （りん

ごの項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

WTO協定税率 45 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 すいか 

0807.11.0000 基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

主に交配種を育成し、普及しており、代表的なものに、果形が球形の太極(早生種)、セッ

ビョル(半促成中生種)、白頭山(大果形、露地栽培、中生種)、歓呼声(大果形、半促成中生

種)と、楕円形のものでは小形種に福すいか(半促成中生種)と中型種の麒麟(中･晩生種)等

が知られている。 

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

すいかは輸入禁止植物であるため、輸入実績はほとんどない。 

 

3) 主な特性 

すいかの消費用途については間食用の比重が高くなっている。  

小売り段階の取引単位はばら売り(1 玉)で、大型流通業者の場合、すいかを 1/4 または

1/2 ずつラップ包装してカットすいかとして販売。  
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(2) 流通経路 

輸入すいかの場合、実際の流通はほとんどないので、特定の流通経路はない。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本から輸入禁止されているため、サンプル輸入も不可能。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

すいかを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、果実類を取り扱う一般の輸入業者によっ

て輸入されることがある。果物類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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9. メロン 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

メロン 0807.10.0000 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA 協定

締結で、チリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

(2) 留意点 

特に留意事項はないが、りんごと同じく環境部の「資源節約およびリサイクル促進に関

する法律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。

（りんごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％） 

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリFTA協定

税率(選択 1)注 
42.2 0 0 04-04-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 45 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

メロン 

0807.10.0000 

基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

(注) 韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

メロン(マスク)は 1.5kg 前後で模様が円形でネットが一定の太さ、間隔でよく発達して

おり、肉質が良く、糖度(出荷最盛期 15 度以上、非最盛期 10 度以上)と香りの高いものが

上品とされ好まれる。 

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

メロンはニュージーランド、米国等から輸入されている (表 14 参照)。 
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<表 14> メロンの輸入現況 

 (単位 : トン、1,000 ドル)  

2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 
輸 入 国 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

全    体 40 175 24 106 12 29 10 28

ニュージーランド 5 22 4 20 4 20 - - 

ウズベキスタン 2 5 - - 8 9 6 7

米    国 31 145 10 64 - - 4 21

そ の 他 2 3 10 22 - - - - 

出所：農水産物流通公社「貿易統計」 

 

3) 主な特性 

メロンは価格が高く、加工品の需要も多くないので、大部分が生食、果汁用として消費

されているが、まだ大衆消費が多様化しておらず、贈り物用、患者の間食用、高級飲食店

のつまみ用などに消費されている。  

メロンは強い香りと高い糖度、風味をもっており、果菜類の中で最高級のものとして扱

われており、過去には夏季に集中消費されたが、生活水準の向上と外国からの観光客増加

により、年中消費されている。 

卸売り段階の標準取引単位は 5 kg、10kg で、包装材はダンボール箱である。  

 

(2) 流通経路 

メロンの主な流通経路は、輸入業者→卸売業者→小売業者→消費者とシンプルである。  

メロンの小売り段階の流通主体としては、消費が大衆化していないので、デパート、大

型スーパーチェーン、果物専門商に限定されているが、病院前の露天商でも患者の間食用

に一部消費されている。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

メロンを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、果実類を取り扱う一般の輸入業者によっ

て輸入されることがある。果物類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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10. さくらんぼ 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

さくらんぼ 0809.20.0000 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA 協定

締結で、チリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

 (2) 留意点 

原則的に日本全域を除く他の国からの輸入は禁止されてきたが、農林部告示第 1999-54

号および第 2003-17 号により数カ国が輸入禁止除外対象国家に指定されている。 

農林部告示第 1999-54 号 : ニュージーランド産さくらんぼ(チェリー )の輸入禁止除外

規定。 

農林部告示第 2003-17 号 : 米国産一部地域のさくらんぼ輸入禁止除外規定。カリフォル

ニア州(13 カウンティ)、ワシントン州(11 カウンティ)、アイダホ州(6 カウンティ)、オレ

ゴン州(2 カウンティ) 

りんごと同じく環境部の「資源節約およびリサイクル促進に関する法律」により、包装

材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（りんごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 
 
1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 
 
2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 
 
(2) 販売時の規制および手続き 
 
1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 
 
2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 
 
3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご
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の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 

 

(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 
 
(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％） 

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリFTA協定

税率(選択 1)注 1 
23.3 0 0 04-04-01 04-12-31 一部 

国際協力関税注 2 40 0 0 04-01-01 04-04-30 全体 

WTO 協定税率 24 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

さくらんぼ 

0809.20.0000 

基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

(注 1) 韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 

(注 2)国際協力関税：外国や国際機構との通商協約または関税条約を通じて双方間に譲許

した品目に対して賦課する関税。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 
 
(1) 国内マーケット事情 
 
1) 品種別の商品特性 

多くの実をつけて経済的な生産を行えるのは甘果桜桃(sweet cherry:P. avium)と酸果桜
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桃(sour cherry:P. cerasus)の 2 系統をはじめとするいくつかの品種である。 

甘果桜桃と酸果桜桃は育つ環境条件と土壌がそれぞれ異なるが、甘果桜桃の適応条件は

より複雑である。この2種の間に生まれたのがデュークチェリー(duke cherry:P. avium var. 

regalis)であり、外見は甘果桜桃と似ているが酸果桜桃となる。 

実は核果で、丸あるいは深長形。直径は約 2cm で黄色い光沢を帯びた赤黒色である。 

韓国の在来種は果汁が少なく、黒い光沢のために黒桜ともいい、さくらんぼ焼酎を造っ

たり蜂蜜とでんぷんを混ぜて煮詰めさくらんぼのお菓子の原料となる。 

代表的なさくらんぼの品種は佐藤錦を含む日本種(5～6 種)と、ブラックチェリーを中心

とする韓国産(4～5 種)である。佐藤錦等の日本種は糖度、品質は日本と同じであるが、皮

がやや固めである。  

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

 

<表 15>韓国におけるさくらんぼの輸入の検疫実績 

(単位 : kg) 

 全輸入 うち日本 

さくらんぼ 261,212 360 

出所： 国立食物検疫所「2003 年植物検疫現況」 

 

3) 主な特性 

甘果桜桃は糖分が多く、生で食べたり煮詰めて冷凍したり洋酒に入れたりする。代表的

な品種としてはジャボレー、ウッド、ナポレオン等がある。 

酸果桜桃は、酸味が強く乾果を作ったり、冷凍保存して菓子、アイスクリーム、フルー

ツポンチやフルーツカクテルの重要な材料として使用される。 

 

(2) 流通経路 

輸入さくらんぼの主な流通経路としては卸売市場への上場、加工業者および大量需要先

への納品、大型流通業者との直取引がある。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

さくらんぼを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、果実類を取り扱う一般の輸入業者に

よって輸入されることがある。果物類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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11. キウイフルーツ 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

キウイフルーツ 0810.50.0000 

-キウイジュース : 2009.80.1090 (その他果実ジュース)  

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA 協定

締結で、チリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

(2) 留意点 

特に留意点はないが、「資源節約およびリサイクル促進に関する法律」により、包装材

の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界の自主的表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリFTA協定

税率(選択 1)注 
41.4 0 0 04-04-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 45 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

キウイフルーツ 

0810.50.0000 

基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

(注) 韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

キウイフルーツは外国から導入された Hayward、Matua、Sensation  apple 等と、韓国国

内で育成した宝玉、HA-84-5 等がある。  

-ヘイワード(Hayward) : 果重 90g で大果種であり、果形は幅が広く楕円形、横断面は長径

軸と短径軸の差が大きく、果実の大きさは均一である。果肉は緑白色で、子実数が 38 個と

多く、糖度は 14.6 度で中程度、果汁は香りが強い。  

-宝玉 : 果肉は濃い緑色で肉質は柔らかく、果汁は多く特に糖度が 15.4 度と高く、酸味と

刺激が少なく、食味が非常に良い。  
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2) 輸入地域および国家の商品特性 

キウイはニュージーランド、チリ、米国から輸入されるが、主にニュージーランドから

輸入。 

韓国産の出荷が終わる 4 月以降を中心に輸入されている(表 16 参照)。 

 

<表 16> キウイフルーツの輸入現況 

                                                         (単位 : 1,000 ドル、トン)  

1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 11 月 
輸入国 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

合   計 4,383 7,521 5,228 8,647 6,417 9,272 10,017 16,047

ニュージーランド 3,673 6,456 4,186 7,061 5,762 8,473 8,622 14,331

チ   リ 446 588 571 748 565 647 1,208 1,360

米   国 264 478 710 356 89 149 185 355

出所：韓国貿易協会（www.kita.net）｢貿易統計年鑑｣ 

 

3) 主な特性 

国内産の流通は収穫期である 10 月から保存されたものの出荷が終わる翌年 5 月まで 8

カ月間流通しており、一般的には出荷量が急減する 5 月が価格が最も高い。 

輸入物はニュージーランド、チリ、米国産等が年中出荷されているが、韓国産が出荷さ

れない 6 月から 12 月まで高値で売買されている。 

果肉は緑色で、健康の象徴とされ、各種料理の飾り付けとして適している。たんぱく質

の分解酵素アクチニジン(Actinidin)が含まれており、消化を助け、肉類や魚の軟化剤とし

て利用されている。特有の味とビタミン C が豊富なため、各種軽食や健康食品として多く

消費されている。  

 

(2) 流通経路 

輸入キウイフルーツの主要流通経路は、輸入業者→卸売業者→小売業者→消費者の三段

階とシンプルである。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

キウイフルーツを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、果実類を取り扱う一般の輸入業

者によって輸入されることがある。果物類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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12. 干し柿 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

干し柿 0813.40.1000 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。。 

 

(2) 留意点 

特に留意事項はないが、りんごと同じく環境部の「資源節約およびリサイクル促進に関

する法律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。

（りんごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

干し柿 

0813.40.1000 
基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

現在栽培されている干し柿用の柿はすべて日本から導入された品種であり、在来種は慶

尚南道金海地方の進永盤柿を除いてほとんどが渋柿である。 

干し柿用の柿は生食用のほか、工業原料用としても栽培されている。 

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

 

<表 17>韓国における干し柿の輸入の検疫実績 

(単位 : kg) 

 全輸入 うち日本 

干し柿 2,470,556 71 

出所： 国立食物検疫所「2003 年植物検疫現況」 
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3) 主な特性 

国民 1 人当たりの干し柿消費量は、1996 年は 7.15g だったが、消費量は毎年増加傾向に

ある。               

昔は過度に飲酒した時に、熟柿とスジョンガ(干し柿を使った甘い飲みもの)を食べた。

これを科学的に分析すると、体内のアルコールを炭酸ガスと水に分解するためには果糖、

ビタミン C、水分が必要であるが、柿には果糖のほか、これらの栄養素が多く含まれてお

り、理にかなっている。  

韓国には柿を利用した加工食品がよく発達しているが、代表的な加工食品として干し柿

があり、その他にも熟柿と温めた塩水に渋柿を漬けて渋みを除き、ビタミン栄養素はその

まま保存する湯抜き干し柿を利用したスジョンガなどがある。  

韓国産の干し柿は家庭用のスジョンガや祭祀用品として多く利用されており、輸入物は

品質が落ち、一般家庭の消費用としては多くなく、伝統茶屋やスジョンガ飲料業者および

韓薬店(糖尿、下痢)等、大量需要先で主に消費されている。 

卸売り段階の標準取引単位は、2kg、3kg であり、包装材はマニラボール箱。  

 

(2) 流通経路 

主要流通経路は 1995 年以前は京東市場等の在来市場であったが、以後はデパート等大型

流通企業に移行している。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

干し柿を専門に取り扱う特定輸入業者はなく、果実類を取り扱う一般の輸入業者によっ

て輸入されることがある。果物類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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13. 長いも 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

長いも 0714.90.1090 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2.全般的な輸入体系 

現在、日本の一部地域(2.(2)の表参照)を除いて全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA 協定

締結でチリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

 (2) 留意点 

りんごと同じく「植物防疫法」施行規則第 3 条および第 9 条関連別表 1 の 5 項により、

日本の北緯 30 度以南が輸入禁止地域に該当。  

また、りんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法律」により、包装材

の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（りんごの項参照） 

 

別表 1 の 5 項(「植物防疫法」施行規則) 

輸入禁止植物 輸入禁止地域 主要関心禁止病害虫 

5.さつまいも

属植物、牽牛花

属植物、ヒルガ

オ属植物、麻属

植物の生茎葉

と生植物の地

下部、カサバ生

植物の地下部 

ラオス、マレーシア、バングラデシュ、ベトナム、

ブルネイ、ミャンマー、シンガポール、スリラン

カ、インド、中国、台湾、カンボジア、タイ、パ

キスタン、フィリピン、日本(北緯 30 度以南の大

東諸島を含む南西諸島および小笠原諸島に限る)

ココス島、クリスマス島、ペスカードレス諸島 

アフリカ：全地域 

北米：米国、メキシコ、西インド諸島 

南米：ガイアナ、ベネズエラ、ブラジル、スリナ

ム、ペルー 

オセアニアおよび太平洋地域：オーストラリア、

パプアニューギニア、ミクロネシア、メラネシア、

ポリネシア、ハワイ 

Cylas formicarius、 

Euscepes Postfasciatus 

 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。（りんごの項参照）  

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 
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(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 

 

(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％） 

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリFTA協定

税率(選択 1)注 
15.2 0 0 04-04-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 18 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 
長いも 

0714.90.1090 

基本税率 20 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

(注) 韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 
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 (2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

やまいもは大きく長いも群、銀杏いも群、大和いも群の 3 品種がある。 最も多い品種は

長いも群で、さらに長いも、一年いも等いくつかの品種に分類される。銀杏いもは平たく、

薄い褐色の外皮をもち、粘性が強いのですりおろしいもともよばれる。大和いも群は水分

が少なく、粘性が強いのが特徴。 

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

長いもは日本の北緯 30 度以北が輸入許容地域であるが、現在、輸入実績はほとんどない。 

 

3) 主な特性 

長いもは酢の物、汁物用、薬用などに消費される。最近、健康食品として知られるよう

になり、徐々に消費が増加傾向にある。 

 

(2) 流通経路 

輸入長いもの場合、実際の流通はごくわずかで、特定の流通経路はない。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本の一部地域を除いては輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サン

プル輸入手続きは p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

長いもを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、野菜類を取り扱う一般の輸入業者によっ

て輸入されることがある。野菜類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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14. たまねぎ 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

たまねぎ 0703.10.1000 

-乾燥たまねぎ : 0712.29.0000 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

たまねぎはミニマム･アクセスや現行市場アクセス(CMA：Current Market Access)対象品

目として農水産物流通公社等を通じて国営貿易として輸入されている（「農水産物流通お

よび価格安定に関する法」により、農水産物流通公社が管理機関となっている）。農水産

物流通公社が直接輸入して国内市場に公売したり、輸入権を公売して輸入推薦を受ける民

間がクォーター割り当てを受け、輸入している。 

たまねぎは、年間制限された物量を義務的に輸入する場合には、基本的に低率関税を適

用するが、クォーターを超過した物量は、民間輸入会社から上限譲許関税という高率関税

を適用して輸入しなければならないので、民間輸入業者からの輸入がほとんどない。 

 

<表 18>たまねぎ CS(Country Schedule)物量および関税率 
(単位 : トン) 

CS 物量および関税率 2002 年 2003 年 2004 年(P) 

計 18,805 19,725 20,645

国営貿易 18,805 11,280 20,645CS 物量 

輸入権公売 - 8,445 - 

低率関税(％) 50 50 50

高率関税(％) 138 136.5 135関税率 

従量税(ウォン/kg) 184 182 180

出所：農水産物流通公社「2003 年 CS 物量現況」 

 

(2) 留意点 

農水産物流通および価格安定に関する法律第 15 条(農産物の輸入推薦等)により、WTO 協

定などに譲許関税規程で定めた市場アクセス物量に適用される「農畜産物市場アクセス物

量譲許関税」推薦および輸入管理要領(農林部告示第 2002-59 号)関連。 

また、りんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法律」により、包装材

の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（りんごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 
 
2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 
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 (2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 
 
3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 
 
4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 

 

(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 
 
(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

農林畜産物譲許

関税注(未推薦) 
135 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

農林畜産物譲許

関税(推薦) 
50 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

たまねぎ 

0703.10.1000 

基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 
注：外国や国際機構との通商協約または関税条約を通じて双方間に譲許した品目に対して
賦課する関税。 
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 (2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

たまねぎは、辛味が弱い甘たまねぎと辛味の強い辛たまねぎの 2 つに大きく分類される。

さらにうろこ状の茎の色によって黄色系、赤色系、白色系に分類される。 

-甘たまねぎ : 甘みが強く、香りがすっきりしていて味が柔らかく、生食に多く利用され

る。皮は黄色系が多い。 

-辛たまねぎ : 香りが強く、皮の色が濃い橙色系が多い。 

韓国の主要な品種は大部分、辛たまねぎの黄色系であり、代表的な品種は天主黄である。 

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

1998 年まで主に米国から輸入されていたが、1995 年から全体の輸入量に占める中国産の

比率が 50％を超え始め、2001 年には中国産の比率が 99％と米国産の輸入に完全にとって

かわった。これは日本のたまねぎの種子を中国が輸入し、播種することで中国産のたまね

ぎの品質が向上したためである。2003 年には、韓国産たまねぎの作況の不振のために価格

が急騰し全体に輸入量が増加したが、中でも安い中国産の輸入量が急増した。 

 

<表 19> たまねぎの輸入現況 

 (単位 : トン、1,000 ドル) 

2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 
輸 入 国 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

全    体 6,069 2,299 6,863 1,905 1,621 1,229 78,477 18,166

中    国 3,639 1,761 6,791 1,846 1,259 1,086 60,699 9,645

ス ペ イ ン 1 3 1 1 2 3 1,000 501

フィリピン - - - - - - 1,416 224

台    湾 600 104 - - - - 800 197

米    国 1,783 379 37 28 196 73 11,379 7,111

そ の 他 46 52 34 30 164 67 3,183 488

出所：農水産物流通公社｢貿易統計｣   

注：表 18 の数値は義務輸入量であり、本表の数値は実際の輸入量である。 

 

3) 主な特性 

ダンボール箱で包装、出荷するケースはなく、全量網袋で出荷される。  

出荷単位量の比率 : 出荷最盛期および農繁期を迎えると人手不足等の影響で小包装の

出荷比率が低下し、大包装(いわゆる丸網、20kg)の割合が比較的高くなる。可楽（カラク）

市場に搬入される出荷単位量の比率は 20kg :60％、12～13kg:20～30％、7～8kg : 10～20％。  

 

(2) 流通経路 

たまねぎは、譲許関税適用品目で、物量割り当て方式は指定機関の割り当ておよび実際

の需要者割り当てであり、譲許関税推薦代行機関は農水産物流通公社である。主な流通経

路は、農水産流通公社→卸売市場上場→中間卸売業者→小売業者→消費者である。  

たまねぎの上場例外品目指定で、法人の取り扱い量より上場例外品目を取り扱う仲買人

がより多くの物量を取り扱っている。 

中間卸売商の内訳は主に小売商 15％、車両行商 25％、中間卸売商 30％、大量需要先 30％
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(キムチ工場、食材、飲食店等)。  

 

(3) 新規参入時の留意点 

たまねぎは譲許関税推薦品目であるため、国営貿易ではない場合は高率の一般関税を払

わなければならないので、民間輸入業者による輸入はほとんどない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

譲許関税推薦代行機関 : 農水産物流通公社 TEL 02-6300-1114 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

 (3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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15. にんにく 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

にんにく(皮むき) 0703.20.1000 

にんにく(その他) 0703.20.9000 

-にんにく(一時保存) : 0711.90.1000 

-にんにく(乾燥) : 0712.90.1000 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

p53 のたまねぎと同様の方式により輸入されており、にんにく CS 物量および関税率は次

の通り(表 21 参照)。 

 

<表 21>にんにく CS 物量および関税率 
(単位 : トン) 

CS 物量および関税率 2002 年 2003 年 2004 年(P) 

計 13,181 13,824 14,467

国営貿易 13,181 13,824 14,467CS 物量 

輸入権公売 - - - 

低率関税(％) 50 50 50

高率関税(％) 368 364 360関税率 

重量税(ウォン/kg) 1,840 1,820 1,800

出所： 農水産物流通公社「2003 年 CS 物量現況」 
 
(2) 留意点 
たまねぎと同一の規定の適用を受ける。（たまねぎの項参照） 
また、p4 のりんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法律」により、包

装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。 

 

 3. 輸入･販売上の規制 
 
(1) 輸入の規制および手続き 
 
1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 
 
2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 
 
(2) 販売時の規制および手続き 
 
1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 
 
2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 
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3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 
 
4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 

 

(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 
 
1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

農林畜産物 

譲許関税注 1  

(未推薦) 注 2 

360 1,800 0 04-01-01 04-12-31 全体 

農林畜産物譲許

関税 (推薦) 
50 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

にんにく 

(皮むき) 

0703.20.1000 

基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

農林畜産物 

譲許関税 

(未推薦) 注 2 

360 1,800 0 04-01-01 04-12-31 全体 

農林畜産物譲許

関税(推薦) 
50 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

にんにく 

(その他) 

0703.20.9000 

基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 
注 1：譲許関税については p54 のたまねぎの注参照。 
注 2：関税率と kg 当たりの税額のうち、金額が高い方を適用する。 
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(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

- 暖地型 : 出荷初期の 5 月頃には にんにく 50 房の束を単位として取引されるが、それ以

降は kg 単位(10kg、20kg 網袋)で取引。  

- 寒地型 : 仮保存にんにくは 50 個 1 束の「段」または 100 個束の「ジョプ」単位で低温

保存にんにくは 100kg の PP 袋(20kg 網袋 5 つ)単位で搬入され、 丸ごとまたは 1 かけ単位

のにんにくとして kg 単位で取引される。 むきにんにくの形態では、19kg(5 貫)単位で年

中取引。 

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

にんにくは中国、タイ、日本等から輸入されるが、主に中国から輸入される。中国産の

にんにく輸入が著しく増加したことによって、2000 年に「にんにく紛争」発生。 

韓国政府が中国産のにんにくに対するセーフガード措置を行ったところ、中国政府もこ

れに対し報復措置として携帯電話など韓国の主な輸出品に対する輸入禁止措置をとった。

その後両国間の合意により、2003 年 1 月から韓国政府がにんにくに対するセーフガードを

解除。 

 

<表 22>にんにくの輸入動向  

                                                       (単位 : トン、1,000 ドル) 

2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 
輸入国 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

中国 271 113 12,618 8,135 13,180 6,996 8,219 3,888 

出所： 農水産物流通公社｢貿易統計｣  

 

3) 主な特性 

韓国のにんにく消費量は年度別に大きな変化はなく、1 人当たり約 9～10kg を消費し、

年間約 45～50 万トン程度消費しているため、国内の生産不足分の約 3～5 万トンを輸入し

ている。輸入分の大部分はむきにんにく、薬味形態で輸入される。  

にんにくの効能について消費者の反応が良く、消費が毎年増加傾向にある。国内生産量

は農村人口の高齢化によって栽培面積が徐々に減少しているため、輸入依存度が毎年上昇

傾向にある。  

小売商の販売単位は暖地型は kg 単位で販売し、寒地型は段またはジョプ単位で販売され

るか、むきにんにくの形態で kg または斤(400g)単位、丸ごとまたは 1 かけ単位で販売。  

デパート、ディスカウントストア等ではむきにんにくを 100g 単位でビニール袋に詰めて

販売。  

等級別の消費動向は特級品(食材用：中華料理店または団体給食)、上中級品(一般消費者

用：大型流通業者、小売商)、 下級品(加工用：餃子工場)に区分される。 

 

(2) 流通経路 

主要流通経路は、農水産物流通公社→卸売市場上場→中間卸売業者→小売業者→消費者

である。  

にんにくは上場例外品目に指定され、法人取り扱い量(卸売市場に上場される量)よりは

上場例外品目の仲買人が取り扱う量の方が多い。  
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(3) 新規参入時の留意点 

にんにくは譲許関税推薦品目であるため、国営貿易ではない場合は高率の一般関税を払

わなければならないので、民間輸入業者による輸入はほとんどない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

譲許関税推薦代行機関 : 農水産物流通公社 TEL 02-6300-1114 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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16. ねぎ 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

ねぎ 0703.90.0000 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農

産物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA

協定締結でチリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

 

(2) 留意点 

特別な留意事項はないが、りんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法

律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（り

んごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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 (4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg 当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリ FTA 協定

税率(選択 1)注 
24.8 0 0 04-01-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 27 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

ねぎ 

0703.90.0000 

基本税率 30 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

注：韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

ねぎの品種は夏ねぎ型品種と冬ねぎ型品種に大別される。 

夏ねぎは、葉草部分が長く細く成長する品種。石倉、砂村、金長などの品種がこれに属

する。 

冬ねぎは低温期になっても休耕しない品種。九条ねぎやソウル白ねぎがこれに属する。 

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

ねぎは中国、米国などから輸入されるが、主に中国から輸入されている。毎年 2,000 ト

ン程度が継続して輸入されている(表 23 参照)。 
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<表 23>輸入ねぎの輸入現況 

(単位 : トン、1,000 ドル) 

2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 
輸入国 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

全    体 1,876 4,860 2,248 6,108 1,934 5,501 2,056 6,202

中    国 1,860 4,820 2,248 6,108 1,934 5,501 2,056 6,200

米    国 - - - - - - - 2

そ の 他 16 40 - - - - - - 

出所： 農水産物流通公社｢貿易統計｣  

 

3) 主な特性 

ねぎは料理をするにあたって欠かせない野菜であり、最近肉類の消費増加により、サン

チュとともに調理材料または新鮮な生野菜として多く消費されている。 

包装単位は大部分「束」単位で販売されるが、一部の大型販売店の場合、小包装(500g、

650g、900g)品での販売もする。  

 

(2) 流通経路 

主要流通経路は、輸入業者→卸売市場上場→中卸売業者→小売業者→消費者である。  

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

ねぎを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、野菜類を取り扱う一般の輸入業者によって

輸入されることがある。野菜類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

 (3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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17. にんじん 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

にんじん 0706.10.1000 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農

産物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA

協定締結でチリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

(2) 留意点 

特別な留意事項はないが、りんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法

律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（り

んごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリFTA協定

税率(選択1)注1,2 
27.3 122 0 04-01-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 40.5 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 
にんじん 

0706.10.1000 

基本税率注 2 30 134 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

注 1：韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 

注 2：関税率と kg 当たりの税額のうち、金額が高い方を適用する。 

 

 (2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

-コウン夏にんじん : 済州島越冬栽培が可能で、根の色が鮮紅色で鮮明であり、抽根性が

弱い。 

-ナイスにんじん : 済州島越冬栽培作型で、根の形は円錐、円筒形で中生種。 

-ハルバン夏にんじん: 済州島越冬栽培用で、根皮がなめらかで中身まで紅色で美しく着色。  

-新黒田五寸にんじん : 済州島越冬栽培用で、根の色は紅色で、よく成長し、初期成育が

旺盛で耐暑、耐病性に優れる。  

この他に、ジョウンにんじん、ヨルムオボクにんじん, ワンサンにんじん、イェップニ

ヨルム五寸にんじん、ムッサン五寸にんじん等がある。  
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2) 輸入地域および国家の商品特性 

にんじんは中国とオーストラリアから輸入され、主に中国から輸入される。1998 年から

輸入が増え始め、2001 年以降は 1 万トンを超え始めた(表 24 参照)。  

特に 2003 年からは中国の南部(香港)地域のにんじんまで輸入され、年中輸入される傾向

がみられる。  

 

<表 24> にんじんの輸入現況 

(単位 : トン、1,000 ドル)   

2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 
輸 入 国 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

全    体 11,430 5,060 14,798 6,976 19,792 8,326 37,531 15,205

オーストラリア 398 176 1,986 903 501 236 446 186

中    国 9,544 3,067 12,042 4,803 18,591 6,769 36,609 13,994

ポーランド 368 825 262 638 305 771 194 500

ベルギー 49 46 44 43 28 28 14 12

米    国 139 255 212 311 206 357 218 391

そ の 他 932 691 252 278 161 165 50 122

出所： 農水産物流通公社｢貿易統計｣  

 

主な輸入地域は中国の内モンゴル地域と広東地域であり、出荷最盛期は 10～11 月中で、

韓国国内の高冷地産と競合関係にある。1998 年に初めて輸入した際、品質が低く、韓国産

とは競合しなかったが、現在の輸入品は日本産の種子を輸入し栽培技術も取り入れて栽培･

生産したにんじんであり、韓国国内の高冷地の生産品より品質が良いとの評価である。 

収穫と同時に選別と洗浄過程を経て、予冷処理後、包装し低温コンテナで釜山港に寄り、

全国へ分散、販売される。  

 

3) 主な特性 

生食、調理用に広く利用されており、乾燥野菜、缶詰、にんじん正果(菓子の一種)、調

味ソース、天然香料、離乳食等加工食品の原料として使用され、最近ではテレビで報道さ

れて以降、にんじんジュース(ざくろとミキサーで混ぜたものが女性ホルモンの増加に効果

的)等、健康食品としても利用されている。 

都市別選好度によるとソウル地域では大きさが中型のものが好まれ(生ジュース用)、釜

山、光州等地方では大きいものが好まれる。  

 

(2) 流通経路 

主要流通経路は、輸入業者や卸売業者が市場に上場し、競売社により仲買人を相手に随

意売買するというものである。 特ににんじん輸入業者は約 10 社あり、業者間の過当競争

により輸入単価上昇をあおることもある。 

輸入物は原産地表示をしなければならないため、流通企業は取り扱いを避け、在来市場

の小売商や納品業者、加工業者等によって消費される。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 
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8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

にんじんを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、野菜類を取り扱う一般の輸入業者に

よって輸入されることがある。野菜類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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18. きゅうり 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

きゅうり 0707.00.0000 

-一時保存：0711-40-0000  

-食酢、酢酸調整：2001-10-0000  

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本からの輸入は「植物防疫法」上、禁止されている。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA 協定

締結でチリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

 (2) 留意点 

りんごと同じく、「植物防疫法」施行規則第 3 条および第 9 条関連同施行規則別表 1 の

2 項により、輸入禁止植物に該当。 

また、りんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法律」により、包装材

の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（りんごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。（りんごの項参照）  

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 
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(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 

 

(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg 当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリ FTA 協定

税率(選択 1)注 
24.8 0 0 04-01-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 27 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 
きゅうり 

0707.00.0000 

基本税率 30 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

注： 韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

きゅうりは大別して華南型、華北型、ヨーロッパ型および雑種群の 4 系統に分けられる。 

-華南型: 中国中南部、韓国、日本などで多く栽培され、実は短く太く、生食およびキムチ

用に多く利用される。一般消費が多く、漬物およびソバク（キムチの一種）用などとして

利用されている。 

-華北型: 中国中部、韓国、日本および中央アジアで栽培。生食用として多く利用され、飲

食店での利用が多い。 
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-ヨーロッパ型: 主に温室栽培され、スライス用、ピクルス用等に分類される。 

-雑種群: 華南型と華北型きゅうりの交配によって作られたもの。  

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

きゅうりは輸入禁止植物であり、輸入実績はほとんどない。 

 

3) 主な特性 

1 人当たりのきゅうりの消費量は、1981～1990 年まで年平均 3.2％増加し、1991～2002

年まで年平均 4.1％と増加幅が拡大している。 

主な消費用途としてはチィチョン(キムチの 1 種), とげ品種は生野菜、和え物、冷たい

スープ用で、フシナリ種は煮物、ソバク(キムチの 1 種)用である。  

販売単位は青果店の場合、ばら売りまたは金額単位で、流通業者の場合、スチロフォー

ム(2 本) またはラップ包装単位(4～5 本)である。  

 

(2) 流通経路 

輸入きゅうりの場合、実際の流通はほとんどないので特定の流通経路はない。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本から輸入禁止されているため、サンプル輸入も不可能。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

きゅうりを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、野菜類を取り扱う一般の輸入業者に

よって輸入されることがある。野菜類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 



－69－

19. レタス 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

レタス 0705.19.0000 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA 協定

締結でチリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

(2) 留意点 

特別な留意事項はないが、りんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法

律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（り

んごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。 （りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリFTA協定

税率(選択 1)注 
37.9 0 0 04-01-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 45 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 
レタス 

0705.19.0000 

基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

注：韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

レタスは結球サンチュまたは束サンチュともいい、大きくクリストプヘッド型とバター

ヘッド型に分類される。 

-クリストプヘッド型: 圧力を加えると砕けやすく、肉質は厚い。主な品種としてはニュー

ヨーク、インペリアル、グレートレイク、ペンレイクなどがある。 

-バターヘッド型: 葉先が互いに重複せず、球形をなしている。結球は硬くはなく、結球し

た部分は黄白色で外葉と対象的である。主にサラダ用として利用される。主要品目として

はウェイアウッド、ビッグボストン、メイキングなどがある。 
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2) 輸入地域および国家の商品特性 

レタスの輸入実績はほとんどない。 

 

3) 主な特性 

レタスは主にサラダ用として利用される。サラダ用野菜としてファストフード店や飲食

店の需要が最も多い。その他大型流通業者、一般家庭等の消費が拡大傾向にある。  

 

(2) 流通経路 

輸入レタスの場合、実際の流通はほとんどないので特定の流通経路はない。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

レタスを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、野菜類を取り扱う一般の輸入業者によっ

て輸入されることがある。野菜類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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20. ごぼう 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

ごぼう 0714.90.1090 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA 協定

締結でチリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

(2) 留意点 

特別な留意事項はないが、りんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法

律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（り

んごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリFTA協定

税率(選択 1)注 
15.2 0 0 04-04-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 18 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 
ごぼう 

0714.90.1090 

基本税率 20 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

注：韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

ごぼうの品種としては根が長く太いノンヤチョンと肉質が良く根が短い砂川等がある。  

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

ごぼうは中国、タイ等から輸入され、主に中国から輸入される。 
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<表 25>韓国におけるごぼうの輸入の検疫実績 

(単位 : kg) 

 全輸入 うち日本 

ごぼう 8,507,453 4 

出所：国立植物検疫所「2003 年植物検疫現況」 

3) 主な特性 

ごぼうは主にジャンアチ(漬物の一種)を作ったり、煮詰めておかずとして利用される。 

 

(2) 流通経路 

主な流通経路は輸入業者が卸売法人に上場し、競売社が仲買人を対象に随意売買を行う。  

輸入業者は輸入物ナムル(品目 : キキョウの根、 わらび、いもがら、ぜんまい、つるに

んじん、ごぼう、れんこん、長いも)を可楽市場の仲買人や京東市場の委託商、加工業者に

受託販売する。 

輸入物は原産地表示をしなければならないので、流通企業は取り扱いを避け、在来市場

の小売商や納品業者、加工業者等によって消費される。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

ごぼうにを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、野菜類を取り扱う一般の輸入業者に

よって輸入されることがある。野菜類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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21. トマト 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

トマト 0702.00.0000 

-トマトジュース：2009.50.0000 

-食酢、酢酸調整以外のその他/全体：2002.10.0000  

-ケチャップ：2103.20.1000 

-ペースト：2002.90.1000  

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA 協定

締結でチリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

(2) 留意点 

特別な留意事項はないが、りんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法

律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（り

んごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 
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 (3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 

 

(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリFTA協定

税率(選択 1)注 
41.4 0 0 04-04-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 45 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 
トマト 

0702.00.0000 

基本税率 50 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

注： 韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

トマトは大別してミニトマトと一般型トマト、未熟型トマトに分けられる。 

ミニトマトの品種には、ココ、ペペ、ミニキャロルなどがある。ココの果重は 20～25g

程度と大果種であり、果色は鮮やかな赤で光沢が美しい。果肉は硬く、簡単には潰れず、

甘みと酸味のバランスが良い。ペペは果重が 15～20g 程度で果色は鮮明で美しい赤で、糖

度は 8～10 度と味が良い。 

一般型トマトには桃太郎、ハウス桃太郎、トラスト等がある。桃太郎の果重は平均 220g
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で果形は固球形で均一である。 糖度は一般の品種より 2 度高く、酸味が少ない。トラスト

は果実が硬く保存に強い。 

未熟型トマトには西光、ヨングァン等がある。西光の果重は 190～220g で中大果種に属

し、果形は偏円形である。 

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

トマトは輸入禁止植物ではないが、輸入実績はほとんどない。 

 

<表 26>韓国におけるトマトの輸入の検疫実績 

(単位 : kg) 

 全輸入 うち日本 

トマト 263 21 

出所：国立植物検疫所「植物検疫現況」2003 年 

 

3) 主な特性 

ミニトマトの場合、大果形で皮が柔らかく食べやすいココが好まれている。  

一般トマトの場合、数年前までは 西光、 ソゴン等、果形の良い未熟系品種が多く栽培

されていたが、最近、糖度、肉質が良く保存性にも優れたロクサンマル、桃太郎等の完熟

系が増えてきている。  

販売単位は kg または斤(400g)であり、デパートや大型ディスカウントストアは 100g 当

たりの単価を決めて販売している。  

 

(2) 流通経路 

輸入トマトの場合、実際の流通がほとんどないため特定の流通経路はない。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

トマトを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、野菜類を取り扱う一般の輸入業者によっ

て輸入されることがある。野菜類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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22. キャベツ 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

キャベツ 0704.90.1000、0704.20.0000 

-原状、切断、破砕、分散、千切りして乾燥させたもの: 0712.90.2060  

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA 協定

締結でチリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

(2) 留意点 

特別な留意事項はないが、りんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法

律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（り

んごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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 (4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリFTA協定

税率(選択 1)注 
22.7 0 0 04-04-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 27 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 
キャベツ 

0704.90.1000 

基本税率 30 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

韓-チリFTA協定

税率(選択 1)注 
24.8 0 0 04-04-01 04-12-31 一部 

WTO 協定税率 27 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 
キャベツ 

0704.20.0000 

基本税率 30 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

注：韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

-コペンハーゲンマーケット(Copenhagen Market)群 : 球形で玉は小さく、色艶があり美し

いが葉質が硬い。この系統にはコペンハーゲンマーケット、エルジークロム、ゴールデン

エコー、早生大丸、早生乙女、中村早生 1 号等がある。  
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-サクセション(Succession)群 : 黄葉、黒葉で区分され、平たい円形。この系統にはただ

なべせいこ 1 号、マサコサムゲ、フルミア晩生等がある。 

-アーリーサマー(Early Summer)群 : 偏球形。この系統の品種としては、州崎調生、 長期

夏播、愛知、泉州高師等がある。  

-アーリージャージーウェイクフィールド(Early Jersey Wake Field)群 : 円錐形で結球す

れば束が膨らみ、葉が厚くて柔らかく、品質がよい。この系統としては、アーリージャー

ジー、チャーリーストーン、ウォンニングスタート等がある。  

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

キャベツは中国、ミャンマー、ベトナム等から輸入され、主に中国から輸入されている(表

27 参照)。 

 

<表 27>輸入キャベツの輸入現況  

(単位 :トン、1,000 ドル)  

2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 
輸 入 国 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

全   体 2,227 1,310 445 574 1,879 1,062 5,162 1,851

オーストラリア 15 9 - - - - - - 

中   国 1,845 1,151 370 506 1,822 1,009 5,144 1,835

ミャンマー 84 77 75 68 54 49 18 16

台   湾 284 73 - - - - - - 

ベトナム - - - - 3 4 - - 

出所：農水産物流通公社｢貿易統計｣  

 

3) 主な特性 

主な用途は生食用、キムチ用、副食用、調理用、サラダ用、冷凍野菜、缶詰等に利用さ

れている。アルカリ性が強く各種ビタミンが豊富で健康栄養食として価値が高く、生食を

中心とした衛生的な野菜として国民所得の増加、外食産業の発達にともない生産量および

消費量が毎年増加傾向にある。 

消費先はダッカルビ(鳥の焼肉)、ハンバーガー、チキン、中華料理等の飲食店やファス

トフード用が多いが、最近食生活パターンの変化により一般家庭用の消費が徐々に増加傾

向にある。  

包装は産地の出荷量が少なく高価な場合には、一部網袋により包装されるが、大部分は

鮮度維持のため、新聞紙を利用して 1 個ずつ包装し、出荷する。キャベツの標準取引単位

は 20kg、10kg の網袋と 20kg、10kg の P.E.布袋である。  

 

(2) 流通経路 

キャベツの主要流通経路は、輸入業者→卸売業者→中間卸売業者→小売業者→消費者で

ある。 

消費地の卸売市場に搬入された物量は、競売を経て仲買人(卸売業者)に引き渡され、仲

買人は中間卸売業者に55～60％、小売業者に35～40％、大量需要先に約5％を振り分ける。

さらに中間卸売業者は小売業者に 70％、消費者に 30％程度を販売する。仲買人の主要取引

相手はトラック行商、外部市場の仲買人、市場内の直販業者などであり、大量需要先は、

軍、ホテル、寄宿舎、餃子工場等がある。  

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 
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7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

キャベツを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、野菜類を取り扱う一般の輸入業者に

よって輸入されることがある。野菜類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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23. だいこん 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

だいこん 0706.90.1000 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。また、韓国－チリ間の FTA 協定

締結でチリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

(2) 留意点 

特別な留意事項はないが、りんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法

律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリFTA協定

税率(選択 1)注 
25 0 0 04-04-01 04-12-31 一部 だいこん 

0706.90.1000 
基本税率 30 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

注：韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

だいこんは、秋だいこん型、春だいこん型、夏だいこん型、二十日だいこん型に分類さ

れる。 

-秋だいこん型の品種には、白光だいこん、白玉だいこん、テチョンム等がある。葉が小さ

く直立性で、春にたくわん用として利用される。 
-夏だいこん型の品種には、グァンドン夏だいこん、ハチョンだいこん、チョングァンだい

こん等がある。根皮がきれい。 

-秋だいこん型の品種には チョンウンだいこん、ソホだいこん、ペクギョンだいこん等が

ある。根皮がきれいで根末がよく固まり、肉質が緻密で味が良い。  

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

だいこんは輸入禁止植物ではないが、輸入実績はほとんどない。 
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<表 28>韓国におけるだいこんの輸入の検疫実績 

(単位 : kg) 

 全輸入 うち日本 

だいこん 148 14 

出所：国立植物検疫所「植物検疫現況」2003 年 

 

3) 主な特性 

だいこんは、はくさいと共にキムチの主原料として広く利用されてきた野菜である。 

根と葉を全て利用するが、主に根が利用され、キムチ用、サラダ用、チゲ用の材料とし

て用いられる。 

束だいこんの主な用途は、ドンチミ用やキムチソクバク用等であり、ウェデだいこんの

用途はキムジャンソクバク用、カクトゥギ用である。  

だいこんの販売単位は「本」、｢束」である。 

 

(2) 流通経路 

輸入だいこんの場合、実際の流通はほとんどないので、特定の流通経路はない。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

だいこんを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、野菜類を取り扱う一般の輸入業者に

よって輸入されることがある。野菜類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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24. しいたけ 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

しいたけ 0709.59.2000 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制事項はないが検疫と食品衛生についての義務規定がある。 一般的な農産

物の輸入形態は p5 の<図 1>と p7 の<図 2>のとおりである。 

 

(2) 留意点 

特別な留意事項はないが、りんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法

律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（り

んごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

調整関税注1,2 50 1,625 0 04-04-01 04-12-31 全体 しいたけ 

0709.59.2000 基本税率 30 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

注 1：調整関税：輸入自由化政策により、国内産業の国際競争力を高めて国内消費者を保

護するために制限的に実施される制度として、国内の同種同質物品または類似な物品より

著しく低い価格で輸入されて、国内産業活動が被害をうける恐れがある場合賦課される割

増関税。 

注 2：関税率と kg 当たりの税額のうち、金額が高い方を適用する。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

しいたけの品種は林業研究院で開発された山林 1～8 号、山林組合の山組 1～7 号および

農業科学技術院の農技 3 号等、計 16 の登録品種がある。  

-山組 1 号 : 大きさは大型で、色は茶褐色、肉質は中間程度である。 

-山組 2 号 : 大きさは大型で、色は明るい茶褐色、肉質は厚め、冬 (不時栽培) 栽培用に

適した品種である。  

-山組 5 号 : 他の品種に比べ、かさが大きく、肉質が厚い特徴がある。 
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2) 輸入地域および国家の商品特性 

しいたけは中国、日本等から輸入され、主に中国から輸入される。輸入量は毎年着実に

増加傾向にある(表 29 参照)。 

 

<表 29> しいたけの輸入現況 

(単位 :トン、1,000 ドル)  

1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 
輸入国 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

全  体 1,103 2,543 1,139 2,738 865 1,914 1,241 2,559 1,926 3,834

中  国 1,101 2,529 1,139 2,737 864 1,910 1,238 2,523 1,926 3,829

ド イ ツ - - - - - - - 14 - 5

日  本 2 13 - - - - - - - - 

台  湾 - - - 1 - - - - - - 

そ の 他 - - - - 1 4 3 22 - - 

出所：農水産物流通公社｢貿易統計｣  

 

3) 主な特性 

韓国では国民 1 人当たりのしいたけの年間消費量は全般的に増加しており、1996 年以前

には 100g 未満だったが、2000 年には 120g に増加した。 

消費増加の原因は、国民所得増加による食生活向上や健康食品としての需要増加、安い

中国産しいたけの大量輸入に起因する。  

包装方法はバイヤーの要求によって決定されるが、主に PVC 製の箱が利用されている。  

しいたけは価格が高く、大量消費されないため、小売業者は斤単位またはグラム単位で

主に販売している。  

生しいたけは 41.5cm×32cm×16.5cm の PVC 製の箱に 3kg ずつ小包装した後、3 段重ねで

積載される。   

 

(2) 流通経路 

主な流通経路は、輸入業者→卸売業者→小売業者→消費者である。 

ソウル地域ではしいたけの卸売機能を果たしている市場は、可楽市場、京東市場および

永登浦市場等、歴史のある市場で、生しいたけは 1992 年以降、上場競売品として指定され、

全体量の 70％程度可楽市場に持ち込まれるが、乾しいたけは主に京東市場に持ち込まれる。  

小売段階の流通主体としては、卸売市場内の小売業者、デパート、スーパー、野菜(乾燥)

小売業者、行商 (生しいたけの場合)等で、各種取り合わせて扱い、しいたけ専門小売業者

はほとんどいないのが実情。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

しいたけを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、野菜類を取り扱う一般の輸入業者に

よって輸入されることがある。野菜類の輸入業者リストは別添資料参照。 
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(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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25. 乾しいたけ 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

乾しいたけ 0712.39.1020 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

現在、日本全域から輸入することができる。 

 

(1) フローチャート 

特別な輸入規制はないが、検疫および食品衛生についての義務規定がある。韓国－チリ

間の FTA 協定締結でチリに対しては FTA 協定税率を適用している。 

 

(2) 留意点 

特別な留意事項はないが、りんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法

律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（り

んごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

(2) 販売時の規制および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

りんごと同じである。（りんごの項参照） 
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(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 

 

5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg 当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

韓-チリFTA協定

税率(選択 1)注 1 
50 1,477 0 04-04-01 04-12-31 一部 

調整税率注 2 50 1,625 0 04-01-01 04-12-31 全体 
乾しいたけ注 3 

0712.39.1020 

基本税率 30 1,625 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

注 1：韓-チリ FTA 協定税率(選択 1)：p21 参照。 

注 2：調整関税：p88 参照。 

注 3：関税率と kg 当たりの税額のうち、金額が高い方を適用する。 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

しいたけと同じ。（しいたけの項参照） 

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

しいたけと同じ。（しいたけの項参照） 
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3) 主な特性 

乾しいたけの主な特性はしいたけと同じ。（しいたけの項参照） 

包装方法はバイヤーの要求によって決定されるが、主にビニールパックとダンボール箱

が利用されている。3kg 等がビニールパックに小包装され、さらに 5 パックを 1 箱として

包装して、積載される。  

 

(2) 流通経路 

主な流通経路は、輸入業者→卸売業者→小売業者→消費者である。 

ソウル地域では乾しいたけの卸売機能を果たしている市場は、京東市場および永登浦市

場等の歴史のある市場であるが、乾しいたけは主に京東市場に持ち込まれる。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

乾しいたけにを専門に取り扱う特定輸入業者はなく、野菜類を取り扱う一般の輸入業者

によって輸入されることがある。野菜類の輸入業者リストは別添資料参照。 

 

(2) 卸売業者 

韓国農産物中卸売人組合連合会 TEL 02-407-3718 

 

(3) 関連団体 

別途の関連団体はない。 
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26. 米 

 

1. 品目の定義 

品目 HS 番号 

うるち玄米 1006.20.1000 

もち玄米 1006.20.2000 

うるち米 1006.30.1000 

もち米 1006.30.2000 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

2. 全般的な輸入体系 

 

(1) フローチャート 

WTO/ウルグアイラウンド協定で米については関税化の例外として特別取り扱い条項

(Annex5, Section B)を適用し、10 年間(1995～2004 年)関税化により開放を猶予する代わ

りにミニマムアクセス(MMA)を許容。。 

関税化例外によって農林部が農水産物流通公社等を通じて国営貿易として輸入している。 

猶予期間中、ミニマムアクセス物量は 5％の譲許関税により輸入し、輸入量は 1988～1990

年までの食料用米平均消費量(3,565 万石、1 万石＝1.44 トン)を基準消費量とし、1995～

1999 年まで基準消費量の１～2％まで(毎年 0.25％ずつ増加)、2000～2004 年までは基準消

費量の 2～4 ％までを毎年義務として輸入。 

農水産物流通および価格安定に関する法率第 15 条(農産物の輸入推薦等)により、WTO 協

定等による譲許関税規程で定めた市場アクセス物量に適用される「農畜産物市場アクセス

物量譲許関税推進および輸入管理要領(農林部告示第 2002-59 号)」関連。 

 

<表 30>米の CS 物量および関税率 

(単位 : トン) 

CS 物量および関税率 2002 年 2003 年 2004 年(P) 

全輸入量 171,023 199,528 228,032

CS 物量 (農水産物流通公

社) 
101,023 129,528 158,032

関税率 低率関税(％) 5.0 5.0 5.0

出所：農水産物流通公社「2003 年 CS 物量現況」 

 

(2) 留意点 

特別な留意事項はないが、りんごと同じく「資源節約およびリサイクル促進に関する法

律」により、包装材の合成樹脂材等を使用する場合、回収義務が同様に適用される。（り

んごの項参照） 

 

3. 輸入･販売上の規制 

 

(1) 輸入の規制および手続き 

 

1) 「植物防疫法」 

りんごと同じく「植物防疫法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」が適用される。（りんごの項参照） 
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(2) 販売時の規制および手続 

 

1) 原産地表示 

りんごと同じく原産地表示規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

2) 「食品衛生法」 

りんごと同じく「食品衛生法」規定が適用される。（りんごの項参照） 

 

3) 「農産物品質管理法」 

りんごと同じく「農産物品質管理法」が適用される。（りんごの項参照） 

 

4) 食品輸入時の許可手続き 

りんごと同じく「食品衛生法」により食品営業許可を受けなければならない。（りんご

の項参照） 

 

(3) 管轄官公庁 

 

<表 31>関連部署および電話番号 

関連法律 関連部署 電話番号 

糧穀管理法 農林部食料政策課 02-500-2006 

植物防疫法 農林部環境農業課 02-503-7284 

農水産物品質管理法 農林部食品産業課 02-500-2677 

食品衛生法 食品医薬品安全庁薬務食品政策課  02-503-7557 

検疫法 食品医薬品安全庁防疫課 02-503-7540 

関税法 関税庁通関企画課 042-472-2181 

 

(4) 業界･量販店独自の基準および手続き 

特別な業界基準はない。 

 

4. 表示方法 

 

(1) 法律に基づく義務表示および手続き 

 

1) 原産地表示 

りんごと同一の原産地表示基準に従う。（りんごの項参照） 

 

(2) 法律に基づく任意表示および手続き 

 

1) 品質認証制度 

りんごと同じく親環境農産物についての品質認証を受けた場合、同様に表示することが

できる。（りんごの項参照） 

 

(3) 業界自主表示および手続き 

別途に定めた業界の自律的表示はない。 
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5. 税制度 

 

(1) 関税 

品名 関税区分 
関税率

（％）

kg当たりの

税額(ｳｫﾝ）

基準

価格

適用開始

日 

適用終了

日 

適用国

区分 

農林畜産物譲

許関税(推薦) 
5 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

うるち玄米 

1006.20.1000 
基本税率 5 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

農林畜産物譲

許関税(推薦) 
5 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

もち玄米 

1006.20.2000 
基本税率 5 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

農林畜産物譲

許関税(推薦) 
5 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

うるち米 

1006.30.1000 
基本税率 5 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

農林畜産物譲

許関税(推薦) 
5 0 0 04-01-01 04-12-31 全体 

もち米 

1006.30.2000 
基本税率 5 0 0 02-01-01 04-12-31 全体 

出所：関税庁(www.customs.go.kr)「関税率表」 

 

(2) 消費税 

[関税の課税価格(CIF 価格)+関税＝付加価値税課税価格]×付加価値税 10％ 

 

6. 国内流通･取引慣行等 

 

(1) 国内マーケット事情 

 

1) 品種別の商品特性 

品種は長粒種、中粒種、中短粒種、短粒種があり、中短粒種が全生産量の 40.5％と最も

多い。 

 

2) 輸入地域および国家の商品特性 

米は中国、タイ、米国、インド、オーストラリア、ベトナム等から輸入され、1995～2002

年の輸入量合計からみると、大部分中国から(68.8％)輸入。 

 

<表 32>MMA 輸入米(玄米)の原産地別輸入実績(1995 年～2002 年) 

(単位 : 1,000 トン/政府糧穀) 

 計 1995

年 

1996

年 

1997

年 

1998

年 

1999

年 

2000

年 

2001

年 

2002

年 

計 856 57 71 86 100 114 114 143 171

中国 589 - 71 66 93 89 94 70 106

タイ 107 - - 20 7 15 20 20 25

米国 70 - - - - - - 30 40

インド 57 57 - - - - - - - 

オースト

ラリア 

23 - - - - - - 23 - 

ベトナム 10 - - - - 10 - - - 

出所： 農水産物流公社 
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1995 年～2002 年まで輸入した MMA 米の用途は加工用であり、2002 年度加工用米の消費

現況は次の通り(表 33 参照)。 

 

<表 33>2002 年度加工用米の消費現況 

(単位 : トン、％) 

 もち 

麺 
米菓子 米粉 飴類 酒類 伝統 韓果 その他 計 

数量 40,780 7,082 6,081 2,795 16,839 79 13,471 249 73,905

構成比 55.2 9.6 8.2 3.8 22.8 0.1 18.2 0.3 100.0

出所： 韓国米加工食品協会「2003 年加工用米の消費現況」 

 

3) 主な特性 

飲食店の内、中華料理店に対しては消費用途がチャーハン用で、品質に大きな影響を受

けないので低等級の米を供給。一般消費者は高品質のものを好むので、飲食店に供給され

るものよりも小売店では良質なものを販売。 

特に、機能性米(あひる農法、キトサン・ゲルマニウム添加米等)については、核家族化

のため消費者は小包装を好む。  

包装単位別の割合は、20 ㎏布袋：70％、10 ㎏布袋：20％、40 ㎏ P.P 袋：10％。 

 

(2) 流通経路 

主な流通経路は、輸入業者→卸売業者→小売業者→消費者である。 

輸入米の管理主体は農林部であり、農水産物流通公社と調達庁が割り当て量に従って公

開競争入札方式で入札を行う。  

輸入米は全量加工品として供給されているので、韓国米加工食品協会は米加工指定業者

ごとに割り当てを行う。 

 

(3) 新規参入時の留意点 

特別な流通販売上の規制はない。 

 

7. サンプル輸入 

日本からの輸入ができるため、サンプルも輸入することができる。サンプル輸入手続き

は p11 のとおり。 

 

8. 関連企業･団体概要および名簿 

 

(1) 輸入業者 

輸入米は関税化例外品目で、国営貿易によって管理している。 

譲許関税推進代行機関 : 農林部食料政策課 TEL 02-500-2006 

                         農水産物流通公社 TEL 02-6300-1114    

(2) 卸売業者 

韓国米加工食品協会所属の米加工指定業者 

 

(3) 関連団体 

韓国米加工食品協会 www.krfa.or.kr TEL 02-503-5044 
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Ⅱ. 添付資料 
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1.輸入手続き時に必要な書類様式 

 

[別紙 第 4 号書式](仮訳。原文は http://www.npqs.go.kr/m05/export_q_view_3.asp 参照) 

輸出 :  5 日 □ 植物等の検査申請書および禁止品輸入申告書 

□ 輸出入植物検査申請書 

 1. 検査申請事項 

処理期間 
輸入 : 10 日 

氏 名  住民登録番号  

住 所  
輸出(入)者 

商 号 
                                           

(電話               ) 

氏 名  商 号  
送付(受取)人 

住 所  

積載船(機)  輸出(入)日付  

積載港  到着港  

原(生)産地  経由地  

包装数量および

種類 
 B / L 番号  

品名および総数

量 
 品目数  

検査希望日時  補税装置帳簿号         

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 
輸出入企業名 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  発給日時 

   発給番号 年 月 日 

                                              -                                   

   植物防疫法第９条、第 11 条および同法施行規則第 11 条第 1 項、第 23 条第 1 項の規定により、 

検査を受けるため申請します。 

                                                  年     月     日 

                                       申請人               (署名または印) 

     国立植物検疫所         支所           出張所長   殿 

  ※ 添付書類  

  1. 輸出国植物検査証明書(輸入植物の場合) 1 部 
手数料 

2. 輸入許可証明書(禁止品の場合) 1 部 

  3. 輸出(入)検査対象植物内訳書(該当品目が 2 つ以上の場合) 
なし 

 4. 輸入国の要求事項(輸入国が植物衛生証明書上に追加記載事項を要求する 

場合)1 部 
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 主務 課長 所長 決済

 3. 検査対象植物     

品目名 
品目分類番号 

(HS) 
単位 数量 

    

                             

未加工木材 
3 の 2. 包装材の状態 

熱処理(HT) 1 MB 薫蒸 2 未消毒 3
加工木材 4 非木材 5

4.  貨物管理 貨物管理番号       

5.  検査事項 

検査日時 発見病害虫(3 種超過時、検査者所見欄記載) 

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. 現場検査者所見 

  

  

  

   

実験室検査者 

  

         

  

         

  8. 実験室検査者所見 
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2.検疫手続時に必要な書類様式 

 

[別紙 第 3 号書式]<改定 1998.12.16, 2002.11.14> （仮訳） 

大韓民国農林部国立植物検疫所 

National Plant Quarantine Service 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Republic of Korea 

輸 入 許 可 証 明 書 

IMPORT PERMIT CERTIFICATE 

 

 

証明番号 :                                  日付 

Certificate No.                               Date 

 

下記の品目は植物防疫法第 7 条および同法施行規則第 9 条の 3 第 2 項の規定 

により輸入許可を受けたことを証明します。 

 

This is to certify that the articles described below were permitted importation under the 

Plant Protection Act Article 7 and the Enforce-ment Regulation of the Act Article 9-3(2)

  品  名 :                                                               

  Item                                                                    

数  量 : 

Quantity                                                                 

  生 産 地 :                                                              

  Place of production                                                      

  許可を受けた者の住所および氏名                                         

  Name and address of the person who obtained the permit                  

  住  所 :                      氏  名 :                                

  Address                          Name                                  

  船積者の住所および氏名:                                                  

  Name and address of shipper                                              

  輸入地 :                                                               

  Point of entry                                                            

  利用期間 :                                                                   

Period of utilization                                                        

  許可条件 :                                                               

  Permit conditions                                                        

                                                                          

                                                                    

                    大韓民国農林部国立植物検疫所長 印 

National Plant Qurantine Service Ministry of Agriculture and Forestry, Republic of Korea 

  備考                                                                  

  Remarks                                                                  

  この貨物は輸入後、遅滞なく管轄植物検疫所の防疫官による検疫を受けなければなりません。

本証明書は発効日から 6 カ月間有効です。                         

  This consignment shall be inspected without delay after importation by the inspector 

of competent National Plant Quarantine Service. This certificate is valid for 6 months 

from issued date. 

27271-25311 ･                                                    210 ㎜×297 ㎜ 
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 98.7.28 承認                                    (一般用紙 60g/㎡(再生紙)) 

[別紙 第 2 号書式]<改定 1998.12.16, 1999.8.10, 2002.11.14> 

（仮訳。原文は http://www.npqs.go.kr/m05/import_q_view_5.asp 参照）                               

処理期間
禁止品輸入許可申請書 

7 日 

氏名  
発送人 

住所  

氏名  

住民登録番号  受取人 

住所  

氏名  

住民登録番号  管理責任者 

住所  

品名  学名  

数量  輸送方法  

採取地(産地)  経由  

輸入目的  
包装状態 

および個数 
 

発想予定日時  輸入予定日時  

輸入後管理場所  輸入地  

輸入後管理方法  利用期間  

利用後処理方法  

植物防疫法第 7 条第 2 項第 1 号および同法施行規則第 9 条の 3 第 1 項の規定により 

輸入許可を受けるため、下記の通り申請します。 

年        月        日 

申請印               (署名または印) 

 

国立植物検疫所長 殿 

手数料なし※ 具備書類 

1. 専門家･ 施設･ 設備現況等、その禁止品の管理能力を確認できる資料 1

部  

2. 試験研究計画書 1 部(試験研究用として輸入する場合に限る) 

 

27271-25211 ･                                                       210㎜×297㎜ 

 98.7.28 承認                                   (一般用紙 60g/㎡(再生紙)) 
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3.農産物輸入企業名簿 

 企業名 住所 電話 Fax 

1 コノ物産㈱ 

釜山広域市南区門峴 4 洞 815

番地ハニルオフィステル 2004

号 

051-636-8830、

8831 
051-636-8832 

2 ケリム貿易 
ソウル市江南区大峙洞 

 1008-1タワークリスタル603
02-567-6880 02-556-3234 

3 ㈱高麗農易 
ソウル市松坡区巨余洞 34-5 

大林ビルディング 202 号 
02-401-5450 02-401-5451 

4 ㈱グァイルナラ 

ソウル市江南区大峙 3 洞

956-16 大峙ビルディング 2

階 

02-3402-2001 02-3402-2189 

5 グリーン商事 
釜 山 市 海 雲 台 区 中 洞

1394-286 
051-731-9968 051-742-5846 

6 グローバル通商㈱ 
ソウル市松坡区可楽洞 600 チ

ョングァビルディング 2-18 
02-408-0193 02-407-4275 

7 ナリ国際貿易商事 
ソウル市江南区三成洞貿易セ

ンター3304 号 
02-551-3038 02-551-3100 

8 NOW 通商 釜山市中区東光洞 4 街 25-8 051-441-6530 051-441-6531 

9 ㈱ドンウォン F&B 
ソウル瑞草区良才洞 275 ドン

ウォン産業ビルディング 
02-589-3135 02-589-4398 

10 ㈱斗山 

ソウル市中区乙支路 6 街

18-12 斗山タワー24 階食品

B/G 食生活 BU 

02-3398-1259、

1261 
02-3398-1227 

11 
ビーエルインター

ナショナル㈱ 

ソウル市江南区論峴洞 98 ド

ンイクビルディング 601 
02-547-2688 02-547-2747 

12 サムミ流通㈱ 京畿道河南市春宮洞 263 031-792-0640 031-545-4140 

13 サムジン物産㈱ 

ソ ウ ル 市 東 大 門 区 祭 基 洞

1140-36 サムジンビルディン

グ 

02-968-5501、

5509 

02-961-5109、

5110 

14 ㈱ソロ通商 
釜山市南区門峴洞 4 洞 815 ハ

ニル O/T 1508 号 

051-644-0763、

0764 
051-647-7286 

15 セラ貿易 
ソウル市陽川区木 1 洞 923-14 

現代ドリームタワー1625 号 
02-652-2603 02-652-2605 

16 
㈱セイルインター

ナショナル 

ソ ウ ル 市 瑞 草 区 瑞 草 洞

1316-17 ソンウビルディング

4 階 

02-3482-0044 02-3478-0207 

17 ㈱スリム総合物産 
ソウル市東大門区龍頭 2 洞

102-62 
02-924-2247 02-924-2248 

18 シンミ通商㈱ 
ソウル市松坡区可楽洞 600 ソ

ウル青果 3 階 118-1 

02-402-9275、

9276 
02-402-7617 

19 シンウ物産 
ソウル江西区登村 3 洞 683 イ

ンダンビルディング 503 号 
02-666-6174 02-666-6176 

20 ALP-KS 貿易商事 
釜山市海雲台区中洞 1394-286 

クリスタルビーチ 1617 
051-741-9512 051-742-5846 

21 ヨンソン商事㈱ 

ソウル市江南区駅三洞 642-6 

ソンジハイツ3ビルディング5

階 

02-539-0811、

0819 
02-539-0810 
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 企業名 住所 電話 Fax 

22 ㈱ワンシン通商 
釜山市沙上区厳弓洞 645-3 農

産物卸売市場サービス棟 2 階 
051-311-0611 051-311-0610 

23 ユニコム貿易 

ソウル市東大門区長安 3 洞

435-7 ハンシンビルディング

505 号 

02-2214-1033、

1034 
02-2214-1035 

24 ㈱ユニ通商 光州広域市西区双村洞 1197-4 062-381-6567 062-381-6568 

25 ㈱イーシー通商 
釜山市中区中央洞4街85-9 セ

グァンビルディング 5 階 
051-462-9833 051-462-9574 

26 
イージーインタナ

ショナル 

ソウル市江南区登村洞 696 セ

シングリーンコア 806 
02-3664-9880 02-3664-9882 

27 ㈱ジャグロ 
ソウル市松坡区可楽洞 91-5 

ブソンビルディング 503 
02-409-5707 02-430-8269 

28 第一物産 全羅南道木浦市龍海洞 373 061-279-1848 061-279-1846 

29 ㈱ジョンアン農産 
大邱市達城群論工面本里洞

29-124 

053-615-1151、

1153 
053-615-1154 

30 
ジュンインターナ

ショナル 

ソウル市麻浦区東橋洞 203-46 

クムヤンビルディング 1 階 
02-323-9999 02-323-9544 

31 チョンボ貿易商事 
釜山市東区草梁 3 洞 1147-14 

国際オフィステル 1109 

051-463-6527、

6528 
051-463-6529 

32 
㈱チョンジョンフ

ード 
ソウル市松坡区文井洞 36 02-400-3257 02-400-3264 

33 テソン農産 
ソウル市松坡区可楽洞ドンブ

ソンビルディング 511 
02-409-0443 02-409-0444 

34 太平農易㈱ 
ソウル市松坡区可楽洞99-3第

一オフィステル 511 
02-403-5342 02-403-5392 

35 ㈱フードウェル 大邱市東区芳村洞 1093 053-980-3344 053-982-1230 

36 ヒョンジン農産㈱ 
ソ ウ ル 市 松 坡 区 蚕 室 本 洞

313-8 
02-417-3956 02-417-3512 

37 
㈱ヒョプソンコリ

ア 
慶尚南道晋州市望京洞 423-28 055-757-6767 055-757-6676 

38 ㈱ヘソン物産 京畿道軍浦市山本洞 1139-3 031-397-4469 031-397-4436 

39 フンウォン物産 釜山市沙上区厳弓洞 683-3 051-317-3293 051-317-3292 

40 ファスン流通貿易 光州市北区梧峙洞 977-1 062-263-7734 062-268-7735 

41 ヒョソン貿易 釜山市西区西大新 3 街 161-13 051-241-2383 051-244-7709 

42 ブヨン商事 釜山市中区東光洞 2 街 3-2 051-246-7101 051-246-7103 

43 ㈱インターベンス 

ソ ウ ル 市 江 南 区 三 成 洞

129-18 ウウォンビルディン

グ 2 階 

02-554-3633 02-554-3632 

44 
㈱ファーストビー

ツーアール 

ソウル市中区双林洞 151-9 デ

ホンビルディング 8 階 
02-2285-6554 02-2285-6559 

45 
㈱オルウォンコリ

ア 

ソウル市江東区城内 1 洞 590 

サムスンビルディング 201 
02-489-3981 02-489-3983 

46 
㈱エヌディーイン

ターナショナル 
光州市光山区安清洞 728-3 062-954-5226 062-954-5227 

 



－105－

4.関連協会現況 

 

1)(社) 韓国農水産物卸売市場法人協会  

-概  要：同協会は全国公営卸売市場の卸売法人の団体で、主に出荷主または輸入業者か

ら上場をうけて、中卸売人に競売する業務をしている。 

-会  長 : イ･ヨンウ  

-設立日時 : 1974 年 1 月 14 日  

-会員社数 : 34 社(青果部類 34 社)  

-住  所 : ソウル市松坡区可楽本洞 10-5 番地卸売市場法人協会会館 6 階  

-ホームページ : www.kawa.or.kr  

-連 絡 先 : TEL (02) 3401-4001  FAX (02) 3401-4002  

 

会員社名  住所 電話番号  FAX 

<ソウル> 

ソウル青果㈱ 

㈱中央青果 

ドンファ青果㈱ 

韓国青果㈱ 

 

松坡区可楽洞 600 番地 

″ 

″ 

″ 

 

02) 3435-2000

02) 3435-3700

02) 3435-4321

02) 3435-1110

 

3435-2121 

3435-3836 

3435-7090 

3435-1112 

<釜山> 

釜山青果㈱ 

ハンド青果㈱ 

 

沙上区厳弓洞 649 

沙上区厳弓洞 648 

 

051) 320-5000

051) 317-6611

 

320-5171 

317-6619 

<大邱> 

大邱中央青果㈱ 

ヒョソン青果㈱ 

 

北区梅川洞 527-3 

〃 

 

053) 312-9111

053) 311-3321

 

312-9116 

312-3324 

<仁川> 

㈱大仁農産 

仁川農産物㈱ 

ドクプン青果㈱ 

㈱京仁農産 

富平農産㈱ 

 

南洞区九月洞 1446 

″ 

″ 

富平区三山洞 7 

″ 

 

032) 435-1112

032) 421-3769

032) 438-9380

032) 507-6800

032) 521-2345

 

439-8659 

421-3762 

438-9389 

529-5658 

521-1515 

<光州> 

光州青果㈱ 

光州中央青果㈱ 

㈱湖南青果 

 

北区角化洞 437-3 

″ 

北区角化洞 340-1 

 

062) 528-6100

062) 528-6311

062) 263-0401

 

264-3680 

528-6317 

263-6277 

<大田> 

大田青果㈱ 

大田中央青果㈱ 

 

大徳区梧井洞 705 

儒城区老隠洞 566 

 

042) 622-7750

042) 477-6665

 

626-7754 

477-8982 

<蔚山> 

蔚山中央青果㈱ 

  

南区三山洞 904-10 

  

052) 267-4480

  

267-4483 

<水原> 

水原青果㈱ 

京畿青果㈱ 

  

勧善区勧善洞 1229 

″ 

  

031) 232-2253

031) 236-3700

  

232-2264 

236-9908 

<九里> 

九里青果㈱ 

  

安倉洞 127 

  

031) 556-2000

  

551-9200 

<安養> 

㈱絵テウォン 

  

東安区坪村洞 934-1 

  

031) 423-8686

  

422-5671 

<原州> 

合同青果㈱ 

  

丹農洞 803-1 

  

033) 742-2325

  

742-8708 
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会員社名  住所 電話番号  FAX 

<春川> 

中央青果㈱ 

  

司農洞 133-1 

  

033) 242-7891

  

242-7895 

<清州> 

清州青果市場㈱ 

  

興徳区鳳鳴洞 2210 

  

043) 266-5813

  

266-5813 

<天安> 

天安青果㈱ 

  

新堂洞 488-1 

  

041) 583-0071

  

583-0039 

<益山> 

(合)イリ青果 

  

益山市木川洞 916-4 

  

063) 855-3202

  

854-7580 

<全州> 

全州青果㈱ 

  

徳津区松川洞 2 街 492-36

  

063) 275-0911

  

254-3292 

<井邑> 

ジョンイル青果㈱ 

  

農所洞 45-15 

  

063) 536-9905

  

536-9908 

<麗水> 

麗水中央青果㈱ 

  

忠武洞 614-1 

  

061) 663-4860

  

663-2860 

<順天> 

南道青果㈱ 

  

海龍洞月田里 9-1 

  

061) 726-0130

  

726-0139 

<昌原> 

㈱慶南青果市場 

  

八龍洞 7 

  

055) 276-9191

  

276-9196 

<馬山> 

馬山青果市場㈱ 

  

会原区内西邑中里 766-1

  

055) 291-8511

  

291-8518 

(注)卸売市場法人協会現況は、2004 年 1 月の資料による。  
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2) (社)韓国農産物中卸売人組合連合会  

-概    要：同連行解は公営卸売市場の中卸売人の団体で、主に卸売法人から競売に参

与して自己計算せ落札をうけて、大型小売業者など一般小売商に販売する業務をしている。 

-設立年月日 : 1987 年 10 月 22 日  

-許可年月日 : 1992 年 5 月 4 日  

-ホームページ : http://www.kawbu.or.kr  

 

 

  

組合名 住所 電話番号 FAX 

連合会 
ソウル市松坡区可楽洞 600 

青果洞 3 階 
(02) 407-3718 6412-6005 

ソウル支会 

韓国青果(菜) 

ドンファ青果(菜) 

中央青果(菜) 

農協(菜) 

ソウル青果(菜) 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

6412-6001 

407-1131 

407-0021 

407-0576 

406-9311 

407-8323 

6412-6005 

400-8172 

407-3717 

406-9031 

406-9311 

407-8323 

釜山支会 

釜山青果(果) 

ハンド青果(菜) 

ハンド青果(果) 

厳弓洞非上場清算組合 

上場例外取引組合 

盤如洞非上場組合 

釜山市沙上区厳弓洞 650 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

(051) 317-0318 

320-5161 

614-8381 

315-0551 

324-1283 

315-4653 

521-4567 

317-0319 

320-5164 

- 

- 

324-1285 

- 

521-4569 

大邱支会 

B 洞(野菜部) 

ヒョソン青果(果菜) 

大洋青果(菜) 

大洋青果(果)上場例外取

引組合 

大邱農協(菜) 

園芸農協(菜) 

ヒョソン青果 1 競売場 

大邱市北区梅川洞 527-3 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

(053) 311-4817 

311-2312 

312-9803 

312-7936 

314-7571 

314-8839 

311-7727 

- 

 

311-4818 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

仁川支会 

仁川園協(菜) 

大仁青果(菜) 

仁川青果(菜) 

ドクプン青果(菜) 

仁川市南洞区九月洞 1446 

〃 

〃 

〃 

〃 

(032) 425-6835 

425-6835 

- 

- 

- 

429-8869 

429-8869 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



－108－

(注)韓国農産物中卸売人組合連合会現況は 2004 年 1 月の資料による。 

 

組合名 住所 電話番号 FAX 

光州支会 

光州青果(菜) 

光州青果(果) 

光州中央(菜) 

光州中央(果) 

光州園協(菜) 

光州園協(果) 

湖南青果 

光州市北区角化洞 437-3 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

(062) 262-6214 

266-5832 

528-6200 

265-4269 

266-6061 

264-5938 

266-1755 

266-3458 

262-6766 

- 

- 

- 

- 

- 

266-1756 

- 

水原支会 

水原青果(菜) 

京畿青果(菜) 

水原園協 

水原市勧善区勧善洞 1229 

〃 

〃 

〃 

(031) 235-1392 

232-0548 

235-5331 

236-1918 

235-1392 

- 

- 

- 

九里農協(菜) 

九里農協(果) 

九里インターネット青果

(菜) 

九里インターネット青果

(果) 

九里青果(菜) 

九里青果(果) 

九里水協(共) 

京畿道九里市仁倉洞 127 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

(031) 556-0234 

552-2140 

556-2435 

552-9171 

556-6100 

552-0450 

557-3760 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

忠北支会 

清州青果(果) 

清州青果(菜) 

清州園協(果) 

清州園協(菜) 

忠州水産 

清州市興徳鳳鳴洞 2210 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

(043) 273-3869 

264-9785 

- 

- 

- 

- 

273-3869 

264-9785 

- 

- 

- 

- 

ファフェ工板場 ソウル市瑞草区良才洞 232 (02)  579-3417 574-3419 

原州共同青果 江原道原州市丹渓洞 592 (033) 438-7408 744-4595 

ヤンゴク中卸売業協会 
瑞草区良才洞 233  

ヤンゴク卸売り市場 220 
(02)  573-5894 575-0425 

安山中卸売人協会 安山市二洞 628 - - 

イリ青果 益山市木川洞 916-4 (033) 735-8249 748-2101 



 

 

 

 

 

Ⅲ.参考資料 
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1. 日本食レストラン店舗数 

 

地域別 全飲食店数 
日本食レス

トラン 
地域別 

全飲食店

数 

日本食

レスト

ラン 

総計 436,298 13,157    

ソウル計 86,409 3,274 小計 349,889 9,883 

鍾 路 4,788 229 釜山市 27,628 225 

中 区 4,110 241 大邱市 27,455 1,036 

龍 山 2,822 86 仁川市 19,341 930 

城 東 2,725 69 光州市 14,661 549 

広 津 3,549 120 大田市 15,276 374 

東大門 3,903 134 蔚山市 10,048 251 

中 浪 3,252 97 京 畿 70,478 2,129 

城 北 3,337 100 江 原 20,598 843 

道 峰 2,161 54 忠 北 17,999 636 

江 北 2,968 104 忠 南 22,555 629 

蘆 原 2,724 100 全 北 17,088 554 

恩 平 2,523 107 全 南 18,378 203 

西大門 3,026 85 慶 北 31,115 750 

麻 浦 3,337 99 慶 南 32,327 380 

陽 川 3,029 145 済 州 4,942 394 

江 西 3,739 119 

九 老 3,066 86 

衿 川 2,363 74 

永登浦 3,768 142 

銅 雀 2,638 74 

冠 岳 3,732 94 

瑞 草 4,474 269 

江 南 6,209 376 

松 坡 4,527 149 

江 東 3,639 121 

(資料)韓国飲食業中央会、2004 年 4 月 

 

-上記日本食レストランは、大別して韓国料理、日本料理、西洋料理、中華料理、粉食等の

分類から日本料理に該当するレストランである。統計上、日本食レストランは伝統日本料

理を提供する産業活動と定義されている。  

•これにはすし屋(日本料理専門店)、日本式さしみ屋、炉端焼き、日本式うどん屋が含まれ、

韓国式で運営されているさしみセンターやふぐ屋は除外。しかし、ローカライズされた日

本料理を提供する店が圧倒的に多く、｢日本人が日本で食べる日本料理｣を提供する店は非

常に少ない。 

-以下の主要日本食レストラン現況に紹介されている日本食レストランは、日本人が直接運

営するレストラン(三谷屋)、高級ホテルレストラン(桃山)、すし屋(くれすし、菊寿司)で

ある。これ以外に炉端焼き、うどん屋などがある。 
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2. 主要日本食レストラン現況  

  

三谷屋 

 

 

 
 

 

 

メニュー 
コース料理(やまがさ 5万ウォン、どんたく 3 万 5 千ウォン)、 

焼き魚 7 千円～1 万 2 千ウォン  

位置 

龍山電子ワールド地下 1 階 

ソウル市龍山区韓江路 3 街 1-1 電子ワールドビルディング地

下 1 階 

電話 02)719-8880 E メール - 

営業時間 昼 : 午前 11:40 から午後 3 時、夜 : 午後 5:30 から 10:30  

その他 予約可能、駐車可能、カード可能 

日本産食材を使用して

いるか 
調味料、冷凍アスパラガス、里芋等 

利用客概要 日本人 20%(駐在員)、韓国人 80% 

日本人有無 主人(  ○  ) 料理長(  ○  ) 

食堂ランキング 高級(  ○  ) 中級(    ) 普通(     ) 

必要な日本産食材 

きぬざや、おくら、納豆、かぶ、わけぎ、みょうが、木の芽、

オレンジ、レモン、みかん、スターチ、ゆず、カボス(果物の

場合、品質、特に糖度は日本産が高いとのこと) 

*ソウル市内で日本食レストランを運営する日本人が 20 名あ

まりで共同で必要な食材を輸入する計画である。 
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ロッテホテル内の格調高い日本食レストランで、定食やコース料理がメインで季節ごとに

特選メニューを開発しており、独特な日本料理を楽しむことができる。  

メニュー 

コース料理 6 万 5 千ウォン~14 万ウォン、定食料理 3 万 5 千

ウォン～4 万 5 千ウォン、麺類 1 万 6 千ウォン、焼き魚 1 万

1 万 3 千ウォン～2 万 7 千ウォン、付加税･サービス料 10%別

途。  

位置 
ロッテホテル地下 

ソウル市中区小公洞 1番地ロッテホテル本館地下 1 階 

電話 02)771-1000 E メール hotellotte.co.kr 

営業時間 朝 : 午前 7時から 10 時、昼 12 時から夜 10 時 

その他 予約可能、駐車可能、カード可能 

日本産食材を使用して

いるか 

麺類、醤油、味噌等 

(日本で作ったものでこそその味が出せるものは使用してい

る。例:漬物、かつおぶし等)  

利用客概要 利用客は 1日 3-400 人程度 

日本人有無 主人(  x  )料理長(  x   ) 

食堂ランキング 高級( ○  ) 中級(    ) 普通(     ) 

必要な日本産食材 追加して必要なものはなし 

 

 

くれすし 

「くれすし」は日本式のすしと定食の専門店である。ここはすしがうまいが、まぐろ、ひ

らめ、えび等基本的なすしを始めとしてうに、うなぎ、さば等で好みに合わせてすしを楽

しむことができる。すしを注文すればてんぷらや焼き物はサービスで提供される。定食を

利用すればよりリーズナブルな価格で多様なすしを味わうことができる。定食は平日昼と

週末にのみ利用できる。  
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メニュー 

くれ定食 2 万ウォン(平日)、2 万 5 千ウォン(週末)、生ちら

し 1 万 5 千ウォン、すし盛り合わせ 3 万ウォン、さしみ 8 万

ウォン～10 万ウォン程度(時価) 

位置 

江南駅 1 番出口、現代投資信託ビルディング地下 1 階 

ソウル市江南区駅三1洞825(ミジンプラザビルディング地下

1 階) 

電話 02)3469-1199 E メール - 

営業時間 
ランチ : 昼 12 時から午後 3 時、ディナー: 午後 6 時から夜

10 時  

その他 予約必須、駐車 400 台、カード可能 

日本産食材を使用して

いるか 
調味料等 

利用客概要 主に韓国人 

日本人有無 主人(  x  )料理長(  x  ) 

食堂ランキング 高級(  ○  ) 中級(    ) 普通(     ) 

必要な日本産食材 特に必要なものはなし 

 

 

菊寿司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の雰囲気をかもし出す店舗で、すし、さしみ、汁物、焼き物、蕎麦等多様な日本料理

を味わうことができる。ごはんが少なくネタが大きいすしは一食に値するメニュー。  

 

メニュー 
会席料理(5 万ウォン)、すし盛り合わせ(3 万ウォン) うなぎ

焼き(2 万 5 千ウォン) 

位置 
光化門世宗文化会館後門現代海上保険ビルディング裏 

ソウル市鍾路区唐朱洞 22-1 

電話 02)720-2701 E メール - 

営業時間 
午前 10 時から夜 10 時。午後 2 時～5時 30 分までクロスタイ

ム。 

その他 予約可能、駐車可能、カード可能 



 －115－

日本産食材を使用して

いるか 
調味料、煮物類等 

利用客概要 大部分が韓国人 

日本人有無 主人(  x  )料理長(  x  ) 

食堂ランキング 高級(    ) 中級( ○  ) 普通(     ) 

必要な日本産食材 - 

 

the bar Saint 

 
 

 

メニュー 
コース料理(Saint Deluxe Course 5 万ウォン,Saint Course A 3

万 5 千ウォン)、 焼き魚 1 万 9 千ウォン～2万 3 千ウォン  

位置 ソウル市江南区論峴洞１１８－１１ 

電話 02)549-0722 E メール saint@thebarsaint.com 

営業時間 昼 : 午前 11:30 から午後 14：30、夜 : 午後 5:30 から 10:00  

その他 予約可能、駐車可能、カード可能 

日本産食材を使用し

ているか 
かつお節、調味料（本だし）、漬物、納豆等 

利用客概要 日本人 0%、韓国人 95%、その他 5％（外資系企業出張者） 

日本人有無 主人(  無  ) 料理長(  無  ) 

食堂ランキング 高級( ○  ) 中級(   ) 普通(     ) 

必要な日本産食材 

事前に加工された食材（納豆、漬物） 

*漬物の色素は日本のものが最高で韓国では難しい。 

*韓国日式食堂と定期的に意見交換を行いニーズの高いメニュ
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ーを創作して提供している。 

http://www.thebarsaint.com 
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